実施サービス－訪問介護

介護保険事業所番号 法人名

名称

電話番号

郵便番号 所在地

0870100112

有限会社 ほっと水戸

有限会社 ほっと水戸

029-305-1677

3100912 茨城県水戸市見川2-93-4

○

0870100120

公益社団法人水戸市シルバー人材センター

公益社団法人水戸市シルバー人材センター介
護保険事業所

029-303-7272

3190393 茨城県水戸市内原町1395-1

○

0870100211

株式会社 テンダーケアジャパン

訪問介護 ヘルパーコール

029-302-3339

3100004 茨城県水戸市青柳町4262-2

○

0870100245

株式会社 ケア・ファクトリー

株式会社 ケアファクトリー 在宅介護事業部

029-257-6650

3100911 茨城県水戸市見和1-298-7

○

0870100278

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス水戸

029-304-0058

3111134 茨城県水戸市百合が丘町8-3

○

0870100302

水戸農業協同組合

水戸農業協同組合

029-253-2424

3114141 茨城県水戸市赤塚2-27

○

0870100336

株式会社 ツクイ

ツクイ水戸

029-300-3939

3100063 茨城県水戸市五軒町3-3-45

○

0870100401

社会福祉法人 翠清福祉会

ヘルパーステーション けやき

029-246-1125

3100841 茨城県水戸市酒門町4231-2

○

0870100419

社会福祉法人 翠清福祉会

ホームヘルパーステーション かたくり

029-255-5218

3114153 茨城県水戸市河和田町4510-1

○

0870100518

社会福祉法人 親愛会

ヘルプサービス みどりおか

029-244-3313

3100913 茨城県水戸市見川町1820-16

○

0870100583

社会福祉法人 愛の会

訪問介護事業所 「ハート２４」水戸事業所

029-255-1601

3114143 茨城県水戸市大塚町1803-4

○

0870100682

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 上水戸

029-257-8050

3100041 茨城県水戸市上水戸4-6-45

○

0870100708

有限会社 水戸介護家事サービス

水戸介護家事サービス 指定訪問介護事業所

029-302-4141

3100041 茨城県水戸市上水戸2-1-48-201

○

0870101110

有限会社オオモリ・ケアサービス

オオモリ・ケアサービス

029-304-6362

3100836 茨城県水戸市元吉田町1604-5

○

0870101144

社会福祉法人 豊心の会

アクティブハートさかど 指定訪問介護事業所

029-248-5579

3100841 茨城県水戸市酒門町4390

○

0870101177

日本エンバイロ株式会社

は～い介護です・水戸

029-228-5310

3100012 茨城県水戸市城東1-2-50

○

0870101235

イルカホーム有限会社

イルカホーム

029-219-2241

3100913 茨城県水戸市見川町2131-947

×

0870101268

有限会社 慈陽福祉会

慈陽福祉会「つねずみ四季彩館」

029-264-5731

3111113 茨城県水戸市平戸町204

×

0870101326

株式会社 ゆりかご

ゆりかご介護サ－ビス

029-229-7562

3114206 茨城県水戸市飯富町3467-1

○

0870101441

有限会社 北関東総合サービス

在宅介護サービス まごの手

029-300-1711

3100815 茨城県水戸市本町3-2-26

○

0870101466

特定非営利活動法人 自立支援センター・ライフサ 特定非営利活動法人 自立支援センター・ライ
ポート水戸
フサポート水戸

029-251-0251

3100045 茨城県水戸市新原1-21-33

○

0870101482

株式会社 ツクイ

ツクイ 水戸千波

029-305-3351

3100851 茨城県水戸市千波町2049-2

○

0870101532

有限会社 アンビション

訪問介護 あゆみ

029-266-1500

3111121 茨城県水戸市島田町3403-1

○

0870101615

有限会社 パスカル

訪問介護サービス わかくさ

029-248-2212

3100844 茨城県水戸市住吉町192-146

○

0870101623

株式会社 ユニマットそよ風

水戸ケアセンターそよ風

029-309-1281

3100911 茨城県水戸市見和1-298-9

○

0870101672

いばらきコープ生活協同組合

コープヘルパーステーション

029-257-8905

3114141 茨城県水戸市赤塚1-2029-121

○

0870101888

株式会社 ＳＪＳ

あんしん介護サービス

029-248-2807

3100836 茨城県水戸市元吉田町2710-5

○

0870101912

有限会社 光ホームヘルプ

有限会社 光ホームヘルプ

029-240-0656

3100836 茨城県水戸市元吉田町1023-7

○

0870102118

社会福祉法人 北友会

渡里すずらん苑 へルパーステーション

029-257-9555

3100903 茨城県水戸市堀町95

○

0870102126

有限会社エーデル・ケア

指定訪問介護事業所 ムーン

029-247-5310

3100836 茨城県水戸市元吉田町1113番地の41

○

0870102290

株式会社ケア･アミティ

ぽむケアサービス

029-305-5080

3100912 茨城県水戸市見川4-447-1

○

0870102316

有限会社 オフィスＴ．Ｅ．Ｅ．

指定居宅介護事業所 フォレスト

029-247-3306

3100846

0870102712

有限会社ミサキ介護サービス

ミサキ介護サービス

029-248-0734

3100844 茨城県水戸市住吉町78-12

○

0870102761

株式会社 訪問介護楽楽

株式会社 訪問介護楽楽

029-246-1909

3100846 茨城県水戸市東野町136-3

○

0870102779

株式会社 モーディス

訪問介護センターアゼリア

029-253-5708

3114144 茨城県水戸市開江町960 1F

○

0870102787

株式会社 モーディス

訪問介護センターアゼリア河和田

029-257-6102

3114152 茨城県水戸市河和田3-2352-24

○

0870102837

株式会社 ケアコーポレーション みのわ

㈱ ケアコーポレーション みのわ

029-305-3116

3100851 茨城県水戸市千波町727-1 石川ビル104

○

0870102845

株式会社 ケアサービスいこま

ケアサービスいこま

029-305-3703

3100852 茨城県水戸市笠原町1429-2

○

茨城県水戸市東野町77-1 テラスハウス東の
風A-2

予防訪問介護

○

0870102894

アースサポート株式会社

アースサポート水戸

029-255-9300

3114141 茨城県水戸市赤塚1－376－1

○

0870102910

有限会社 ファイブアローズ

訪問介護あおぞら水戸

029-297-9222

3100912 茨城県水戸市見川5-1250-6

○

0870103033

医療法人 三真会

訪問介護ステーションはらだ

029-259-2496

3190315 茨城県水戸市内原町846-2

○

0870103041

有限会社 ロイエル商会

くじらスマイル介護サービス

029-244-9531

3100853 茨城県水戸市平須町1828-254

○

0870200011

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ 日立介護ステーション

0294-21-4422

3170077

0870200045

日立市多賀農業協同組合

日立市多賀農業協同組合 介護センターすず
らん

0294-33-1115

3160003 茨城県日立市多賀町1-12-10

○

0870200094

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 日立

0294-25-0201

3170065 茨城県日立市助川町2-6-22

○

0870200151

一般社団法人 ライフ・ケア・ひたち

一般社団法人 ライフ・ケア・ひたち 支援セン
ター はーとぽっぽ

0294-26-7722

3170071 茨城県日立市鹿島町1-5-9

○

0870200334

有限会社 日立看護師家政婦紹介所

有限会社 日立看護師家政婦紹介所

0294-21-5029

3170061 茨城県日立市東町1-15-3

○

0870200409

有限会社 フルハウスカンパニー

有限会社 フルハウスカンパニー 介護支援セ
ンター ひまわり

0294-28-5833

3160001 茨城県日立市諏訪町1-20-18

○

0870200482

公益社団法人 日立市シルバー人材センター

日立市シルバー人材センター介護保険事業所

0294-34-6018

3170076 茨城県日立市会瀬町4-9-13

○

0870200656

有限会社 ヨシノ

訪問介護 秋桜

0294-52-1107

3191221

0870200771

有限会社 紫陽花ケアサポート日立

有限会社 紫陽花ケアサポート日立

0294-21-3488

3170071 茨城県日立市鹿島町1-11-12

○

0870200789

有限会社 ハンディキャブ

有限会社 ハンディキャブ

0294-25-4667

3160005 茨城県日立市河原子町3-2-7

○

0870200805

特定非営利活動法人 ケアラーズ

指定訪問介護事業所ケアラーズ

0294-70-8850

3110404 茨城県日立市下深荻町1860

○

0870200847

有限会社 SEVEN2

有限会社 SEVEN2 訪問介護事業所はあと

0294-36-0833

3160013 茨城県日立市千石町2-15-12

○

0870200912

社会福祉法人 秀和会

鮎川さくら館 指定訪問介護事業所

0294-36-7303

3160035 茨城県日立市国分町3-12-10

○

0870200946

有限会社 あおば

あおばケアサービス

0294-28-5233

3160015 茨城県日立市金沢町1-10-10

○

0870200953

株式会社 日立製作所

ヘルパーステーションたが

0294-33-0035

3160035 茨城県日立市国分町2-1-2

○

0870201027

株式会社かごや

かごや訪問介護事業所

0294-44-9399

3191415 茨城県日立市相田町2-5-7

○

0870201043

有限会社 光の郷

ケアサポート ラブリー

0299-22-3936

3170054 茨城県日立市本宮町2-10-13

○

0870201100

有限会社 かみーら

訪問介護 かみーら

0294-38-0035

3160036 茨城県日立市鮎川町1-5-12

○

0870201118

株式会社 オヤマ

あさがおケアサービス

0294-35-7340

3160013 茨城県日立市千石町2-4-6

○

0870201233

合同会社 Ｆｏｒ ｙｏｕ

介護センター いちご畑

0294-28-5850

3160012

茨城県日立市大久保町2-4-16 アコール稲
秀

○

0870300142

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 土浦

029-835-0710

3000812

茨城県土浦市下高津1-19-33 矢田テナント
No1

○

0870300191

社会福祉法人 愛信会

訪問介護事業所「静霞園」

0298-26-8620

3000064 茨城県土浦市東若松町3379

○

0870300282

土浦農業協同組合

土浦農業協同組合

0298-22-0536

3000048 茨城県土浦市田中1-1-4

○

0870300316

有限会社 戸苅介護支援センター

有限会社 戸苅介護支援センター

0298-22-0172

3000047 茨城県土浦市生田町3-3

○

0870300423

株式会社 長寿館

㈱長寿館 訪問介護事業所

0298-23-1951

3000817 茨城県土浦市永国1048-1

○

0870300548

株式会社 ユニマットそよ風

土浦ケアセンターそよ風

029-835-2635

3000048 茨城県土浦市田中1-1-32

○

0870300647

社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会 訪問
介護事業所 うらら

0298-24-9444

3000036

0870300696

株式会社 メディケアーネットドットコム

株式会社 メディケアーネットドットコム 山手健
0298-35-6688
康倶楽部 指定訪問介護事業所

3000815 茨城県土浦市中高津1-15-48

0870300712

有限会社 イノセ

ヘルパーステーションあすか

029-831-0006

3000011

0870300894

株式会社 Ｋ－ウィンズ

訪問介護事業所 株式会社 Ｋ－ウィンズ

029-835-8215

3000817 茨城県土浦市永国820-1

0870300936

株式会社 ヤックスケアサービス

ヤックスヘルパーステーション土浦

029-835-3339

3000051

茨城県土浦市真鍋3-3386 ヤックスドラッグ
土浦真鍋店内

○

0870301025

有限会社 エス・アイ・ティ

介護のアリス

029-824-4536

3000818

茨城県土浦市天川2-6-22 レジデンスＭＳＩ101

○

0870301082

有限会社 Ｔｏｍｏｒｒｏｗ

在宅介護サービス 虹

029-835-9633

3000033 茨城県土浦市川口2-11-8 花登コーポ1階

○

0870301256

有限会社 ドリームパートナー

ドリームパートナー指定訪問介護事業所

029-802-0700

3000848 茨城県土浦市西根西1-5-13

○

0870301439

医療法人 社団 希望会

訪問介護ステーション マナ

029-843-0342

3000836 茨城県土浦市烏山2-530-386

○

0870400132

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター古河

0280-30-5152

3060016 茨城県古河市古河643-1

○

0870400140

有限会社 ケアサービスコスモス倶楽部

有限会社 ケアサービスコスモス倶楽部

0280-30-7080

3060012 茨城県古河市旭町1-6-32

○

茨城県日立市城南町3-4-1 らいふアシスト
センター

茨城県日立市大みか町1-8-16 レジデンス
石川101

茨城県土浦市大和町9-2 ウララ2 総合福祉
会館4階

茨城県土浦市神立中央1-1-10池田ビル505
号室

○

○

○
○
○

茨城県古河市三杉町2-4-5ドラッグてらしま
古河三杉店

0870400306

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス古河

0280-30-8308

3060002

0870400363

有限会社 サカイ介護センター

訪問介護の「サカイ」

0280-48-6850

3060042 茨城県古河市三和60-1

○

0870400447

社会福祉法人 古河市社会福祉協議会

古河社協介護ステーション訪問介護事業所

0280-77-1477

3060125 茨城県古河市仁連2228-7

○

0870500048

社会福祉法人 斑山会

社会福祉法人 斑山会 訪問介護事業所

0299-23-7343

3150001 茨城県石岡市石岡2748-1

○

0870500139

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス石岡

0299-35-5588

3150001 茨城県石岡市石岡2280-2

○

0870500188

社会福祉法人 愛の会

訪問介護事業所 「ハート２４」石岡事業所

0299-27-6002

3150029 茨城県石岡市根当11008-13

○

0870500212

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター石岡

0299-35-5930

3150001 茨城県石岡市石岡14046-2 中建ビル2F

○

0870500303

一般社団法人 石岡市医師会

石岡市医師会ヘルパーステーション

0299-24-5706

3150009 茨城県石岡市大砂10528-14

○

0870500568

社会福祉法人 石岡市社会福祉協議会

社会福祉法人石岡市社会福祉協議会指定訪
問介護事業所

0299-36-4311

3150116 茨城県石岡市柿岡2155

○

0870500618

株式会社 エヌ・エフサポート

介護ステーション かいじ

0299-23-8068

3150015 茨城県石岡市貝地2-10-39

○

0870600038

北つくば農業協同組合

北つくば農業協同組合

0296-25-7040

3080051 茨城県筑西市岡芹2222

○

0870600178

株式会社 ほーむけあいしやま

株式会社ほーむけあいしやま指定訪問介護事
業所

0296-25-0328

3080847 茨城県筑西市玉戸1602-10

○

0870600228

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター下館

0296-23-2741

3080825

0870600236

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護ｻｰﾋﾞｽ下館

0296-24-6028

3080841 茨城県筑西市二木成944

○

0870600327

株式会社 榎戸工務店

訪問介護事業所 Ｅサービス

0296-25-2005

3080811 茨城県筑西市茂田1411

○

0870600343

株式会社コモドヴィータ

コモドヴィータ下館 訪問介護センター

0296-22-0101

3080841 茨城県筑西市二木成1530

○

0870600350

有限会社ホームケアサービスほほえみ

有限会社ホームケアサービスほほえみ

0296-25-5502

3080001 茨城県筑西市樋口34

○

0870600368

有限会社 弥寿楽喜

ケアネス やすらぎ

0296-20-1018

3080841 茨城県筑西市二木成1351

○

0870600434

有限会社 ぴーぷる

訪問介護事業所 ぴーぷる

0296-24-1445

3080841 茨城県筑西市二木成831-1

○

0870700093

社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

0296-33-0225

3070001 茨城県結城市結城7473

○

0870700127

社会福祉法人 芳香会

青嵐荘訪問介護ステーション(結城）

0296-35-4848

3070038 茨城県結城市七五三場210-1

○

0870700143

医療法人 アスムス

訪問介護事業所生きいきケアセンター

0296-20-8666

3070001 茨城県結城市結城9143-2

○

0870700192

株式会社 ユニマットそよ風

結城ケアセンター そよ風

0296-34-7451

3070001 茨城県結城市結城923-1

○

0870800117

社会福祉法人 竜成園

竜成園 訪問介護事業所

0297-62-2735

3010806 茨城県龍ケ崎市半田町1388

○

0870800190

医療法人 社団 清和会

いしかわクリニック 訪問介護

0297-62-0378

3010816 茨城県龍ケ崎市大徳町5353-1

○

0870800216

竜ヶ崎市農業協同組合

JA訪問介護センターいな穂

0297-62-3177

3010016 茨城県龍ケ崎市8200

○

0870800224

医療法人 竜仁会

牛尾病院訪問介護センター

0297-62-8858

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3937-10

○

0870800265

株式会社 ファインケア

ファインケア龍ケ崎訪問介護サービス

0297-61-0121

3010832 茨城県龍ケ崎市緑町46

○

0870800307

特定非営利活動法人 ユーアンドアイ

ユーアンドアイ介護ステーション

0297-62-2667

3010017 茨城県龍ケ崎市姫宮町104

○

0870800448

公益社団法人 龍ケ崎市シルバー人材センター

公益社団法人龍ケ崎市シルバー人材センター
訪問介護事業所

0297-63-0051

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町3202

○

0870800463

特定非営利活動法人 あすかユーアイネット

あすか

0297-60-8282

3010043 茨城県龍ケ崎市松葉3-12-2

○

0870800489

株式会社 ヤックスケアサービス

ヤックスヘルパーステーション龍ｹ崎

0297-63-7745

3010855

0870800588

有限会社 優貴

ヘルパーステーション ゆうき

0297-84-6163

3010032 茨城県龍ケ崎市佐貫2-20-5

○

0871000030

社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

下妻社協ケアセンター

0296-44-6993

3040821 茨城県下妻市別府545

○

0871000188

株式会社 あおば

あおば指定訪問介護事業所

0296-44-6222

3040075 茨城県下妻市南原124-1

○

0871000311

有限会社 介護センターたんぽぽ

有限会社 介護センターたんぽぽ

0296-44-8821

3040031 茨城県下妻市高道祖4605-1

○

0871000667

株式会社つくば医療機関救急輸送サービス

株式会社つくば医療機関救急輸送サービス

0296-44-0019

3040028 茨城県下妻市下木戸344-5

○

0871000675

有限会社 スマイル

スマイル指定訪問介護事業所

0296-44-0809

3040005 茨城県下妻市半谷1046-10

○

0871100046

社会福祉法人常総市社会福祉協議会

常総市社会福祉協議会

0297-25-1001

3030034 茨城県常総市水海道天満町2472

○

0871100061

社会福祉法人 日本キングス・ガーデン

筑波キングス・ガーデン訪問介護事業所

0297-24-5139

3002521 茨城県常総市大生郷町1818-2

○

0871100095

一般社団法人 茨城県きぬ医師会

きぬ医師会ヘルパーステーション

0297-23-1771

3030016 茨城県常総市新井木町13-3

○

茨城県筑西市下中山406 ロイヤルマンショ
ン１階

茨城県龍ケ崎市藤ケ丘1-3-1 ヤックスドラッ
グ竜ヶ崎藤が丘店内

○

○

○

0871100152

医療法人社団 竹恵会

けんちの苑ヘルパーステーション

0297-24-5311

3030041 茨城県常総市豊岡町丙3264

○

0871200069

社会福祉法人 西山苑

訪問介護 西山苑

0294-72-3500

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町937-2

○

0871200077

社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

常陸太田市社会福祉協議会 指定訪問介護事
0294-80-7000
業所「まごごろ」

3130041 茨城県常陸太田市稲木町33番地

○

0871200093

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 常陸太田

0294-80-2413

3130006

0871200176

有限会社 ワコー介護サービス

若葉介護ステーション

0294-70-3388

3130125 茨城県常陸太田市大里町237-1

○

0871200226

有限会社 訪問介護サービスひばり

ひばり 訪問介護ステーション

0294-74-3560

3130022 茨城県常陸太田市真弓町1953-2

○

0871200283

社会福祉法人翔馬会

社会福祉法人翔馬会ヘルパーステーションえ
みの里

0294-82-2299

3110502 茨城県常陸太田市徳田町143

○

0871400024

茨城ひたち農業協同組合

茨城ひたち農業協同組合 在宅介護サービス
事業部

0293-24-2232

3180033 茨城県高萩市本町1-100-2

○

0871400057

社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

高萩市社会福祉協議会 ホームヘルプサービ
ス事業所

0293-23-8341

3180031 茨城県高萩市春日町3-10

○

0871400222

有限会社高萩たんぽぽ

高萩たんぽぽヘルパーステーション事業所

0293-23-6762

3180003 茨城県高萩市下手綱690

○

0871400255

株式会社 ケーシーエスメディカルワークス

キューブ在宅ケアセンター

0293-20-5888

3180032 茨城県高萩市大和町2-11

○

0871500047

社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

北茨城市社協介護センター「のぞみ」

0293-30-1810

3191542 茨城県北茨城市磯原町本町2-4-16

○

0871500088

有限会社 ライフサポート平賀

ライフサポート平賀

0293-42-5917

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1630-77

○

0871500112

特定非営利活動法人 ウィラブ北茨城

特定非営利活動法人 ウィラブ北茨城 訪問介
0293-43-1208
護事業所 あやとり

3191538 茨城県北茨城市華川町小豆畑1141-1

○

0871500120

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ 中郷介護ステーション

0293-30-1313

3191559

0871500203

医療法人 芳医会

訪問介護ステーション きぼう

0293-30-1710

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305

○

0871500229

社会福祉法人 あかね会

ヘルパーステーション あかね

0293-46-6444

3191723 茨城県北茨城市関本町関本中263-2-102

○

0871500245

特定非営利活動法人 デイドリーム

デイドリーム

0293-43-4191

3191553 茨城県北茨城市中郷町汐見ケ丘5-197-25

○

0871500385

企業組合 夢なかま

夢なかま 訪問介護

0293-24-9002

3191551 茨城県北茨城市中郷町下桜井974

○

0871500393

有限会社 介護じゃんけんぽん

介護じゃんけんぽん北茨城

0293-30-2077

3191704 茨城県北茨城市大津町北町2-4-10

○

0871600037

社会福祉法人 尚生会

指定訪問介護事業所 介護センターかさま

0296-70-1331

3091613 茨城県笠間市石井2253-1

○

0871600227

特定非営利法人 NPOこすもす

ＮＰＯ介護支援センターコスモス

0296-73-5541

3091716 茨城県笠間市住吉629

○

0871600326

社会福祉法人笠間市社会福祉協議会

笠間市社会福祉協議会訪問介護事業所

0296-73-5650

3091611 茨城県笠間市笠間4364-2

○

0871700019

社会福祉法人取手市社会福祉協議会

社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

0297-74-3970

3020021 茨城県取手市寺田5144番地3

○

0871700043

株式会社 システージスガヤ

とりでケアサービス介護事業所

0297-73-6700

3020022 茨城県取手市本郷1-31-15

○

0871700084

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター取手新町

0297-70-5371

3020024 茨城県取手市新町3-13-6

○

0871700126

社会福祉法人 香寿会

社会福祉法人 香寿会 「さらの杜」指定訪問
介護事業所

0297-70-2711

3020038 茨城県取手市下高井2148

○

0871700191

有限会社 ソーシャルワーク希樹

ケアサポート ＫＩＫＩ

0297-77-6001

3020021 茨城県取手市寺田4725-3

○

0871700282

株式会社 プラテック

介護のバナナ

0297-70-7050

3020035 茨城県取手市上高井383-1

○

0871700324

社会福祉法人取手市社会福祉協議会

ホームケアふじしろ

0297-70-3295

3001512 茨城県取手市藤代700

○

0871800033

岩井農業協同組合

岩井農業協同組合訪問介護事業所

0297-47-4777

3060631 茨城県坂東市岩井2229

○

0871800231

社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

坂東市社協ヘルパーステーション

0297-35-4811

3060632

0871900056

社会福祉法人 博慈会

指定訪問介護事業所 博慈園

0298-74-4800

3001214 茨城県牛久市女化町253-2

○

0871900130

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス牛久

0298-71-5918

3001216 茨城県牛久市神谷5-1-1

○

0871900171

社会福祉法人 若竹会

牛久さくら園 訪問介護事業所

0298-78-0711

3001232 茨城県牛久市上柏田1-18-4

○

0871900197

医療法人社団 常仁会

医療法人社団 常仁会 うしく総合介護サービ
ス

0298-71-3380

3001296 茨城県牛久市猪子町891-2

○

0871900312

社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

牛久市社会福祉協議会指定訪問介護事業所

029-871-1294

3001214

0871900395

社会福祉法人 河内厚生会

介護サービスひだまり

029-874-8488

3001233 茨城県牛久市栄町5-9

○

0872000021

社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

0298-57-7500

3003257 茨城県つくば市筑穂1-10-4

○

0872000153

有限会社 ケアサービスつくば

有限会社 ケアサービスつくば ヘルパース
テーション

029-830-8768

3001243 茨城県つくば市大井1535-11

○

0872000179

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター つくば

0298-61-7751

3050047

茨城県常陸太田市宮本町482-3 小林ビル
2F

茨城県北茨城市中郷町上桜井2865番地らい
ふアシストセンター中郷介護ステーション

茨城県坂東市辺田48 （岩井福祉センター
「夢積館」内）

茨城県牛久市女化町859-3 牛久市総合セン
ター内

茨城県つくば市千現1-17-28 ヤマナミ千現
ビル1F

○

○

○

○

○

0872000245

株式会社 内根

ホームヘルプサービスうちね

0298-57-7399

3050023 茨城県つくば市上ノ室2439

○

0872000310

社会福祉法人 いなほ会

指定居宅サービス事業所 もみじ

0298-47-4081

3002662 茨城県つくば市下河原崎西原729-1

○

0872000328

社会福祉法人 恵愛会

ホームヘルプセンター 筑波園訪問介護事業
所

0298-67-1161

3004231 茨城県つくば市北条1180

○

0872000450

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスつくば

029-848-2008

3002638 茨城県つくば市豊里の杜2-1-1

○

0872000518

有限会社 アイシーネット

アイシーネット介護センター

029-896-5300

3050004 茨城県つくば市柴崎1055

○

0872000690

社会福祉法人 愛信会

ヘルパーステーション

くきの里

029-840-1131

3001274 茨城県つくば市上岩崎1845-27

○

0872000823

常南交通株式会社

常南交通株式会社 福祉事業部

0298-37-1271

3050853 茨城県つくば市榎戸433-2

○

0872000930

有限会社 トータルプログレス

つくば介護サービス こころ

029-860-3501

3050035

0872001060

医療法人 恵仁会

医療法人恵仁会 介護老人保健施設アレーテ
ルつくば訪問介護事業所

029-867-1182

3004231 茨城県つくば市北条1174

○

0872001094

社会福祉法人 筑南会

新つくばホーム ヘルパーステーション

029-856-4477

3050812 茨城県つくば市東平塚932-17

○

0872001110

ぽらりす有限会社

ヘルパーステーション ぽらりす

029-893-2747

3002645 茨城県つくば市上郷字川口3621-4

○

0872001193

有限会社 ケアサポート快光苑

有限会社 ケアサポート 快光苑

029-829-4331

3001155 茨城県稲敷郡阿見町吉原578-1

○

0872001300

野村運送 有限会社

ケアサポートやたべ

029-836-7668

3050867 茨城県つくば市境田148-24

○

0872001326

有限会社 アモールサービス

指定訪問介護支援事業所 アモール

029-896-5100

3050041 茨城県つくば市上広岡407-1

○

0872001466

有限会社 きのさと

きのさと

029-865-7500

3002664 茨城県つくば市高良田398-2

○

0872001524

株式会社 エヌケイコーポレーション

訪問介護ステーションみどりの

029-836-3635

3050861 茨城県つくば市台町2-4-1

×

0872100110

有限会社 ウェルフェア

有限会社 ウェルフェア 介護事業部

029-264-1150

3111221 茨城県ひたちなか市湊本町5-6

○

0872100136

社会福祉法人 克仁会

恵苑ホームヘルプサービスステーション

029-262-5566

3111207 茨城県ひたちなか市烏ケ台11836-1

○

0872100144

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター ひたちなか

029-354-0841

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2-6-10

○

0872100185

社会福祉法人 北養会

訪問介護サービスセンター 北勝園

029-272-1178

3120032 茨城県ひたちなか市津田2093-1

○

0872100201

社会福祉法人 ひたちなか市社会福祉協議会

ひたちなか市社会福祉協議会 訪問サービス
センター

029-354-6400

3120022

茨城県ひたちなか市金上562-1 ひたちなか
市金上ふれあいセンター

○

0872100219

医療法人社団 いばらき会

いばらき会 訪問介護事業所

029-270-3900

3120062

茨城県ひたちなか市高場210 ホワイトフォレ
スト106号

○

0872100292

有限会社 ソフト・ケア

有限会社 ソフト・ケア

029-273-7755

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡2758-1

○

0872100318

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスひたちなか

029-275-1766

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡西谷津3845-2

○

0872100342

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ ひたちなか介護ステー
ション

029-270-0056

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-1

○

0872100987

株式会社 以心

ヘルパーステーション ヘルス

029-272-6515

3120011 茨城県ひたちなか市中根980-ｲ

○

0872101159

株式会社 介護サポート

介護サポートホームほのぼの元町

029-354-5006

3120044 茨城県ひたちなか市元町1-5

○

0872101175

株式会社 ありが園

訪問介護 ありが園

029-270-3141

3120002 茨城県ひたちなか市高野212-159

○

0872200068

社会福祉法人 すはま会

在宅ケアセンター ライフ ｉｎ たかおざき
ホームヘルプサービス

0299-84-0034

3140012 茨城県鹿嶋市平井1350-332

○

0872200084

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター鹿嶋

0299-90-8061

3140033 茨城県鹿嶋市鉢形台2-1-3 三廣ビル2F

○

0872200308

社会福祉法人 慈徳会

松寿園 訪問介護ステーション

0299-69-3818

3112206 茨城県鹿嶋市武井1956-3

○

0872200456

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス鹿嶋

0299-85-1778

3140031 茨城県鹿嶋市宮中289-1

○

0872300017

社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

潮来市社協 指定訪問介護事業所

0299-63-1296

3112421

0872300082

有限会社 仁友

有限会社 仁友介護サービス

0299-64-5029

3112437 茨城県潮来市永山733-1

○

0872300215

有限会社友商事

有限会社友商事ユーアイ訪問介護サービス

0299-63-2346

3112405 茨城県潮来市築地516-4

○

0872300322

鹿行広域事務組合

訪問介護事業所鹿行潮来荘

0299-67-5640

3112402 茨城県潮来市大生1376

○

0872400072

医療法人 慶友会

医療法人慶友会指定訪問介護事業所コスモス

0297-45-8222

3020108 茨城県守谷市松並1630-1

○

0872400080

社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

守谷市社協ヘルパーステーション

0297-45-0088

3020116 茨城県守谷市大柏954-3

○

0872400114

社会福祉法人 峰林会

社会福祉法人 峰林会
事業所

0297-48-3587

3020117 茨城県守谷市野木崎1954

○

0872400213

株式会社 佐瀬トータルケアセンター

アネシス指定訪問介護事業所

0297-21-1525

3020105 茨城県守谷市薬師台2-16-3

○

0872600119

特定非営利活動法人 たすけあいネット 民の会

ヘルパーステーション なみき

029-295-9002

3110113 茨城県那珂市中台481-7

○

すずらん訪問介護

茨城県つくば市松代1-16-13 シャンデパス
テークB-101号室

茨城県潮来市辻765番地 潮来市農村高齢
者センター

○

○

0872600127

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス那珂

0293-52-0588

3110100 茨城県那珂市竹ノ内3-7-3

○

0872600143

社会福祉法人那珂市社会福祉協議会

那珂社協訪問介護事業所

029-229-0309

3192102 茨城県那珂市瓜連321

○

0872700083

社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会

筑西市社会福祉協議会訪問介護事業所

0296-52-7885

3004516 茨城県筑西市新井新田48番地1

○

0872700109

有限会社りんどう介護センター

りんどう介護センター

0296-21-1223

3080847 茨城県筑西市玉戸1342-5

○

0872700141

有限会社 桜

訪問介護事業所 桜

0296-22-7660

3080021 茨城県筑西市甲481-11

○

0872700166

有限会社 ルピナス

指定訪問介護事業所 ルピナス

0296-25-7137

3080041 茨城県筑西市乙1004富田ハイツ105

○

0872700257

社会福祉法人 あけの会

さわやか訪問介護ステーション

0296-20-5800

3004525 茨城県筑西市寺上野834-6

○

0872700273

有限会社 大空

はあとふる指定訪問介護事業所

0296-37-5980

3080105 茨城県筑西市西保末23-5

○

0872700307

社会福祉法人 筑圃苑

杏花指定訪問介護事業所

0296-20-3378

3080104 茨城県筑西市木戸332-1

○

0872700331

株式会社 なおい

在宅介護サービスふれんず

0296-25-4671

3080021 茨城県筑西市甲536

○

0872800032

有限会社なかよし

有限会社なかよし

0297-38-1883

3060626 茨城県坂東市小山1640

○

0872900014

有限会社 ライフサポート

さくら・介護ステーションいなしき

0297-87-3182

3001412 茨城県稲敷市柴崎8793-12

○

0872900022

社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会

社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会訪問介
護事業所

029-892-6613

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲1992

○

0873100192

社会福祉法人 サンピア

サンピア 訪問介護事業所

029-259-5656

3190315 茨城県水戸市内原町122

○

0873100242

社会福祉法人 雄志会

指定訪問介護事業所 グリーンなかさい

029-288-7200

3114302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1483-3

○

0873100283

社会福祉法人 武仁会

百里サンハウス 訪問介護事業所

0299-54-0029

3113406 茨城県小美玉市下吉影2437-109

○

0873100440

社会福祉法人 大洗町社会福祉協議会

大洗町社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 029-266-3021

3111305

0873100473

社会福祉法人 聖明福祉会

ヘルパーステーション桂聖明園

029-289-4744

3114332 茨城県東茨城郡城里町高根台1-53

○

0873100689

社会福祉法人 博友会

ごぜんやまホームヘルパーステーション

0295-54-2220

3114502 茨城県常陸大宮市野口平146-1

○

0873100713

有限会社 いばらきケア

有限会社 いばらきケア訪問介護事業所

029-291-1211

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡4434-1

×

0873100754

社会福祉法人 大茨会

ヘルパ－ステ－ションおあしす

029-240-7811

3113157 茨城県東茨城郡茨城町小幡南表18-1

○

0873100846

特定非営利活動法人 ヒューマンケアセンター

ヒューマンケアセンター

029-266-2208

3111313 茨城県東茨城郡大洗町成田町4286-62

○

0873100861

社会福祉法人 清常会

アメニティホームヘルプサービスステーション

0299-27-1233

3150031 茨城県石岡市東大橋2757

○

0873100911

医療法人社団 正信会

ヘルパーステーション ほうせんか

0299-48-3610

3190101 茨城県小美玉市橋場美25-1

○

0873101133

有限会社サザンクロス

訪問介護サービスサザンクロス

029-255-7272

3114301 茨城県東茨城郡城里町上泉1252-2

○

0873101174

有限会社 ことぶきケアサービス

ことぶきケアサービス

029-288-6350

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚903-2

○

0873101240

社会福祉法人城里町社会福祉協議会

城里町社会福祉協議会訪問介護事業所

0296-88-2128

3114402

0873101430

三英企業 株式会社

三英企業株式会社ひばり指定居宅訪問介護
事業所

029-292-7609

3113156 茨城県東茨城郡茨城町奥谷1521-3

-

0873200174

社会福祉法人 聖桜会

すずらんの里訪問介護事業所

0299-45-0559

3190204 茨城県笠間市土師1283-5

○

0873200281

社会福祉法人 木犀会

指定訪問介護事業所ゆう

0296-78-0648

3091703 茨城県笠間市鯉淵6612-213

○

0873200430

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター岩瀬

0296-70-8083

3091216

0873200521

株式会社ＣＮＣサービス

ヘルパーステーション 空

0296-77-7864

3091722 茨城県笠間市平町1755-4

0873300123

社会福祉法人 淑徳会

ホームヘルプサービス東海

029-283-1991

3191115

0873300255

社会福祉法人 若葉会

みのり園 指定訪問介護事業所

0295-53-7878

3192214 茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

○

0873300271

社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

東海村社会福祉協議会ヘルパーステーション

029-283-3410

3191107 茨城県那珂郡東海村豊白1-26-36

○

0873300289

医療法人 博仁会

おおみやホームヘルパーステーション

0295-53-1192

3192261 茨城県常陸大宮市上町321

○

0873300362

社会福祉法人 豊潤会

指定訪問介護事業所 ごだい

029-295-8415

3110111 茨城県那珂市後台2045-4

○

0873300453

社会福祉法人 清河会

訪問介護ステーション サングリーンピア山方

0295-57-2100

3193106 茨城県常陸大宮市西野内1537-1

○

0873300537

医療法人 社団 青燈会

訪問介護ステーション「のぞみ」

029-295-5165

3110105 茨城県那珂市菅谷605

○

0873300545

有限会社 あおいとり

有限会社 ヘルパーステーション あおいとり

029-219-4505

3110134 茨城県那珂市飯田2007-2

○

0873300826

社会福祉法人 永寿会

訪問介護ステーション ドルフィン

0295-53-1191

3192144 茨城県常陸大宮市泉497-1

○

茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1 健康福
祉センターゆっくら館

茨城県東茨城郡城里町小勝1400 城里町七
会保健福祉ｾﾝﾀｰ内

茨城県桜川市明日香3-48ロワールタナカヤ2
階

茨城県那珂郡東海村船場742-16 ケアハウ
ス東海2階

○

○

○
○
○

0873300875

有限会社 えくぼ

在宅介護サービス えくぼ

029-353-1165

3110111 茨城県那珂市後台1495-1

○

0873300966

有限会社菊本住設

オリーブケア

029-287-1980

3191114 茨城県那珂郡東海村須和間1435-9

○

0873400071

社会福祉法人 愛光会

誠信園 訪問介護事業所

0294-85-1970

3130214 茨城県常陸太田市和久町864-1

○

0873400238

社会福祉法人 清和会

久慈川荘介護センター 訪問介護事業所

02957-2-3170

3193521 茨城県久慈郡大子町北田気551-1

○

0873400329

医療法人 聖友会

ヘルパーステーション やすらぎ

0295-72-1558

3193526 茨城県久慈郡大子町大子825-1

○

0873500011

株式会社 シルバーライフサポート 木の実

シルバーライフサポート 木の実

0294-39-6801

3191303

0873600100

株式会社 カシマクオリティーライフ

株式会社 カシマクオリティーライフ

0479-46-6979

3140341 茨城県神栖市矢田部12642-11

○

0873600225

社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

神栖社協 指定訪問介護事業所

0299-93-0294

3140121 茨城県神栖市溝口1746-1

○

0873600282

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
鹿島営業所

0479-48-5750

3140343 茨城県神栖市土合本町2-9809-141

○

0873600290

有限会社 ライフケアーなぎさ

有限会社ライフケアーなぎさ 訪問介護事業所

0291-33-3712

3111517 茨城県鉾田市鉾田756-13

○

0873600332

有限会社 神栖家政婦紹介所

神栖ホームサービス

0299-97-0727

3140121 茨城県神栖市溝口4873-326

○

0873600514

有限会社 ゆかり訪問介護サービス

ゆかり訪問介護サービス

0479-40-5501

3140341 茨城県神栖市矢田部8725-6

○

0873600605

有限会社 ホームヘルプたいよう

訪問介護 ぽっかぽか

0291-33-1055

3111712 茨城県行方市繁昌752-5

○

0873600654

うるおい訪問介護サービス有限会社

うるおい訪問介護サービス有限会社

0479-44-4531

3140408 茨城県神栖市波崎5182

○

0873600662

医療法人三尚会

ヘルパーにこにこステーション

0291-34-2520

3111517 茨城県鉾田市鉾田2570

○

0873600688

合名会社 息栖サテライト

指定訪問介護事業所 息栖サテライト

0299-91-1281

3140133 茨城県神栖市息栖3950-64

○

0873600704

有限会社 ミナト交通

ミナト介護サービス はさき

0479-48-5177

3140345 茨城県神栖市土合南2-1-21

○

0873600712

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター たいよう

0291-35-5002

3112111 茨城県鉾田市上沢1483

○

0873600746

企業組合 ひまわり

企業組合 ひまわり

0479-46-2353

3140257 茨城県神栖市太田新町3-2-7

○

0873600753

株式会社 エヌエスサービス

株式会社 エヌエスサービス 介護事業部 ふ
くふく

0479-46-0081

3140256 茨城県神栖市若松中央2-18

○

0873600779

特定非営利活動法人 ひなたぼっこ

指定訪問介護事業所 ひなたぼっこ

0479-46-3555

3140253 茨城県神栖市須田2336-27

○

0873600787

有限会社 ハートケアーたんぽぽ

有限会社 ハートケアーたんぽぽ

0299-90-6488

3140112 茨城県神栖市知手中央7-1014-35

○

0873700496

社会福祉法人 白十字会

白十字会ヘルパーステーション

0299-72-0865

3113832 茨城県行方市麻生3290-12

○

0873800098

社会福祉法人 阿見町社会福祉協議会

阿見町社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 0298-87-9234

3000331

0873800262

社会福祉法人 盡誠会

指定訪問介護事業所 水郷荘

0299-79-2319

3000605 茨城県稲敷市幸田1252

○

0873800353

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会 指定
訪問介護事業所

0298-85-1779

3000424 茨城県稲敷郡美浦村受領1546-1

○

0873800486

株式会社 ユニマットそよ風

阿見ケアコミュニティそよ風

0298-43-7130

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野4-24-5

○

0873800494

医療法人 美湖会

ヘルパーステーション ゴーエン美浦

029-840-4838

3000412 茨城県稲敷郡美浦村宮地678

○

0873800684

株式会社 ニードコーポレーション

指定訪問介護事業所 愛の手

029-860-5061

3050045 茨城県つくば市梅園2-11-3 ＳＫＹハイツ601

○

0873800775

特定非営利活動法人 あゆみ

あゆみ介護ステーション

029-892-7801

3000522 茨城県稲敷市蒲ケ山655

○

0873800957

株式会社 オーシャン

訪問介護事業所 オーシャン

029-887-9049

3000334 茨城県稲敷郡阿見町鈴木59-63

○

0873900229

社会福祉法人 廣山会

指定訪問介護事業所 プルミエールひたち野

029-833-3300

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉2-21-7

○

0873900328

株式会社 いっしん

訪問介護 いっしん

029-832-1801

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉2279-1

○

0873900377

社会福祉法人 明岳会

ピソ天神 訪問介護事業所

029-834-8000

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉5696-3

○

0874000128

社会福祉法人 青洲会

ヘルパーステーションいなの里

0297-20-7225

3002302 茨城県つくばみらい市狸穴1072-46

○

0874000144

株式会社 スマイルケア

株式会社 スマイルケア 指定訪問介護事業
所

0297-20-5512

3002406 茨城県つくばみらい市福岡1330-4

○

0874100407

スミハツサービス株式会社

スミハツサービス株式会社

0296-20-6330

3091231 茨城県桜川市本木173-1

○

0874100621

社会福祉法人 緑風会

訪問介護まかべ

0296-55-1029

3004411 茨城県桜川市真壁町田1428

○

0874100639

有限会社コスモス介護サービス

コスモス介護サービス

0296-52-5371

3004503 茨城県筑西市宮後504-1

○

0874200074

常総ひかり農業協同組合

ＪＡ常総ひかりヘルパーステーション

0296-30-9502

3003544 茨城県結城郡八千代町若1477

○

0874200140

社会福祉法人 八千代町社会福祉協議会

八千代町社会福祉協議会指定訪問介護事業
所

0296-49-3949

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1033

○

茨城県日立市十王町友部東2-1-19 柴田ビ
ル1階

茨城県稲敷郡阿見町阿見4671-1 阿見町総
合保健福祉会館内

○

○

0874200181

有限会社 アイ・アイ・リリーフ

有限会社 アイ・アイ・リリーフ

0297-42-7715

3002705 茨城県常総市豊田1914-1

○

0874200199

有限会社 アネステイ

アネステイケアステーション

0297-30-4755

3002711 茨城県常総市本豊田577-1

-

0874200298

有限会社 スマイルケアつくば

有限会社 スマイルケアつくば

0297-30-8611

3002716 茨城県常総市大房736-1

×

0874200330

有限会社 介護サービス八千代

介護サービス八千代訪問介護事業所

0296-30-9911

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷2126-1

×

0874300080

社会福祉法人 芳香会

青嵐荘訪問介護ステーション（総和）

0280-98-6266

3060232 茨城県古河市東牛谷456-6

○

0874300098

社会福祉法人 下総プリンスクラブ

白英荘訪問介護事業所

0280-98-4318

3060231 茨城県古河市小堤1796-2

○

0874300155

有限会社 ヘルプサービス コスモス

コスモス 指定訪問介護事業所

0280-76-1510

3060126 茨城県古河市諸川583-36

○

0874300270

茨城むつみ農業協同組合

茨城むつみ農業協同組合

0280-81-1575

3060431 茨城県猿島郡境町西泉田上ノ原1278-9

○

0874300312

社会福祉法人 境町社会福祉協議会

境町社協 指定訪問介護事業所

0280-87-2525

3060404

茨城県猿島郡境町長井戸1681-1 境町社会
福祉会館

○

0874300395

社会福祉法人 五霞町社会福祉協議会

五霞町社協 指定訪問介護事業所

0280-84-0765

3060303

茨城県猿島郡五霞町江川3201 五霞町福祉
センター「ひばりの里」内

○

0874300619

有限会社さくらケアサービス

有限会社さくらケアサービス

0280-87-0494

3060407 茨城県猿島郡境町稲尾693

○

0874300627

有限会社 まくらが

ヘルパーステーション まくらが

0280-98-0119

3060231 茨城県古河市小堤2017-31

○

0874300635

アサヒケアサービス 有限会社

ヘルパーステーション みやびの里

0280-91-1580

3060221 茨城県古河市駒羽根1420-1

○

0874300684

有限会社 関根自動車

介護支援センター たんぽぽ

0280-81-3083

3060416 茨城県猿島郡境町伏木1227

○

0874300700

有限会社 わくわく

わくわく指定訪問介護事業所

0280-76-7510

3060126 茨城県古河市諸川606-3

○

0874300890

はるケアサービス有限会社

はるケアサービス有限会社

0280-87-8766

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸220-2

○

0874300916

株式会社 ひだまりの里

訪問介護事業所 ひだまり

0280-91-1507

3060222 茨城県古河市釈迦天神前278-1

○

0874301005

社会福祉法人 三和みつなみ会

ヘルパーステーションみどりの丘

0280-75-0550

3060101 茨城県古河市尾崎3373

○

0874400286

社会福祉法人 エンゼル会

藤代なごみの郷

0297-70-3753

3001511 茨城県取手市椚木1342-2

○

0874400302

特定非営利活動法人 ふじしろ福祉の会

特定非営利活動法人ふじしろ福祉の会 ケア
サービス小春日

0297-70-3737

3001512 茨城県取手市藤代502-5

○

0875100059

社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会

桜川市社協真壁指定訪問介護事業所

0296-54-2361

3004406 茨城県桜川市真壁町山尾604-1

○

0875100109

社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会

桜川市社協岩瀬指定訪問介護事業所

0296-76-1357

3091223 茨城県桜川市鍬田612

○

0875100166

株式会社 ケア・サポート桜川

株式会社ケア・サポート桜川 訪問介護事業所

0296-55-4705

3004401 茨城県桜川市真壁町上小幡1674

○

0875200016

有限会社ｆグロウ

ヘルパーステーション母里

0479-46-1980

3140254 茨城県神栖市太田568-27

○

0875200099

社会福祉法人白十字会

社会福祉法人白十字会神栖訪問介護事業所

0299-92-2222

3140134 茨城県神栖市賀2108-17

-

0875200107

有限会社ケアなごみ

ケアなごみ

0479-40-3910

3140408 茨城県神栖市波崎4561-5

○

0875200156

株式会社 あうん

ケアサポートのどか

0479-46-0301

3140255 茨城県神栖市砂山1014-166

○

0875200164

社会福祉法人 白十字会

ばんなん賀訪問介護事業所

0299-93-8888

3140134 茨城県神栖市賀2149

○

0875300097

株式会社 県央福祉サービス

株式会社 県央福祉サービス 水戸

029-306-8785

3114144 茨城県水戸市開江町297-2

○

0875400012

社会福祉法人 鉾田市社会福祉協議会

社会福祉法人鉾田市社会福祉協議会訪問介
護事業所

0291-32-2827

3111528 茨城県鉾田市当間228

○

0875400038

株式会社 鉾田総合福祉サービス

ケアセンター ほこた

0291-40-0002

3111503 茨城県鉾田市徳宿3073-5

○

0875500043

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスつくばみらい

0297-20-7818

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台1-14-1

○

0875600041

社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

小美玉社協ヘルパーセンター小川

0299-37-1988

3113423

0875600058

社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会

小美玉社協ヘルパーセンター美野里

0299-36-7330

3190132 茨城県小美玉市部室1106

○

0875600116

株式会社 県央福祉サービス

株式会社 県央福祉サービス

0299-36-8550

3190111 茨城県小美玉市中野谷565

○

0880600036

合名会社下館ゴータク

ゴータク福祉サービス事業所

0296-24-1511

3080031 茨城県筑西市丙170-8

-

0870103108

株式会社 水瞑

訪問介護事業所 花水木

029-231-5625

3100034

茨城県水戸市緑町3-5-41 グリーンハイツ
B-102

○

0870103116

セントケア茨城 株式会社

セントケア水戸

029-303-1012

3100803

茨城県水戸市城南3-16-16アシスト城南ビル
202

○

0870500675

セントケア茨城 株式会社

セントケア石岡

0299-28-3861

3150033 茨城県石岡市東光台3-8-4 Ｂ号室

0871100301

セントケア茨城 株式会社

セントケアつくば南

029-839-5561

3050074

0871100319

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス常総

0297-30-8313

3002706 茨城県常総市新石下3930-1

茨城県小美玉市小川2-1 小美玉市小川保
健相談センター内

茨城県つくば市高野台2-11-6 ソレアード・
TSUKUBA104

○

○
○
○

茨城県笠間市旭町350-8サンハイツニヒラ
102号

0871600268

セントケア茨城 株式会社

セントケア友部

0296-70-5631

3091717

0871700522

セントケア茨城 株式会社

セントケア取手

0297-70-6381

3020021 茨城県取手市寺田2427-1

0872101217

セントケア茨城 株式会社

セントケアひたちなか

029-354-7661

3120027

0872700356

特定非営利活動法人ファミリーサポートしあわせ

しあわせヘルパーセンター

0296-24-7330

3080021 茨城県筑西市甲42-2

○

0873300024

社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会

社会福祉法人 常陸大宮市社会福祉協議会

0295-58-3818

3192512 茨城県常陸大宮市下檜沢3632

○

0873300230

社会福祉法人 ナザレ園

ナザレ園訪問介護事業所

029-270-9315

3192103 茨城県那珂市中里365-12

○

0873300891

有限会社 宮本コーポレーション

ふくろう介護サービス

0295-53-4556

3192144 茨城県常陸大宮市泉463-16

×

0873600381

有限会社 ケイエス在宅介護サービス

ケイエス在宅介護サービス

0299-91-1294

3140144 茨城県神栖市大野原5-2-57

○

0873800536

有限会社 アミーはぁと

有限会社 アミーはぁと

0298-88-0809

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗1779-53

○

0874100571

社会福祉法人 恒徳会

恒幸園ヘルパーステーション

0296-57-7268

3091117 茨城県筑西市向川澄98-1

○

0874300148

有限会社 おおしま

おおしま指定訪問介護事業所

0280-84-3235

3060306 茨城県猿島郡五霞町原宿台4-6-10

○

0874300452

有限会社 ピートサービスソリューション

介護サービスさんわ指定訪問介護事業所

0280-75-0165

3060101 茨城県古河市尾崎3920-14

○

0874300593

有限会社 あさひ

あさひケアセンター指定訪問介護事業所

0280-77-3677

3060126 茨城県古河市諸川1323-1

○

0874300809

有限会社 まごころケアサービス

有限会社まごころケアサービス

0280-87-1328

3060405 茨城県猿島郡境町塚崎2557-1

○

0874400245

有限会社 あゆ介護サービス

有限会社 あゆ介護サービス

0297-71-6650

3001532 茨城県取手市谷中481-37

○

0874400419

セントケア茨城 株式会社

セントケア利根

0297-61-7181

3001622

0875300048

社会福祉法人行方市社会福祉協議会

行方市社会福祉協議会訪問介護事業所

0299-36-2020

3113512 茨城県行方市玉造甲403

0870103173

社会福祉法人 永寿会

訪問介護ステーションドルフィン水戸

029-253-4040

3100905

0870301561

株式会社 桑林

ヘルパーステーション桑林

029-843-7116

3000871 茨城県土浦市荒川沖東3-17-28

0872001680

有限会社 杏珠

あんじゅ

029-879-0092

3003261

0872001698

株式会社 リバティー

訪問介護のリバティー

029-855-4461

3050043 茨城県つくば市大角豆2012-715

-

0872001730

株式会社 さくら

さくら介護サービス

029-857-3145

3050001 茨城県つくば市栗原815-1

○

0870301603

株式会社 乙戸の杜

はなまる介護サービス

029-886-6600

3000846 茨城県土浦市小山田1-341

○

0872001763

株式会社 ライフパートナー

つくば介護サービス

029-836-1907

3050068 茨城県つくば市中内56-8

○

0872900121

株式会社 いなしき

訪問介護いなしき

0299-79-3301

3000607 茨城県稲敷市光葉2-7

○

0871100350

リーフ株式会社

リーフホームヘルパーステーション

0297-22-7332

3002502 茨城県常総市上蛇町8419

○

0872001813

医療法人社団 健康尚仁会 飯村医院

訪問介護 なかよし

029-867-6677

3004231 茨城県つくば市北条4326-2

○

0872800172

特定非営利活動法人 夢遊児園

ホームサポート みゆうじえん

0297-35-1149

3060632 茨城県坂東市辺田954-8

-

0873800981

株式会社 本郷介護

本郷介護ヘルパー

029-828-7640

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷226-3

○

0875500084

企業組合 菜の花

訪問介護事業所 菜の花

0297-34-1877

3002335 茨城県つくばみらい市上平柳63-2

○

0870103363

株式会社 ベスト

訪問介護ベストケア

029-291-5201

3100912

0870103405

株式会社 タカ

ケアサービス２４

029-257-9367

3114153 茨城県水戸市河和田町1109-1

0870103462

株式会社 エビナ総合商事

訪問介護サービス事業所 森のクマさん 水戸
店

029-300-5188

3100836

0870103488

社会福祉法人 北養会

訪問介護ステーション くるみ館

029-309-5150

3114153 茨城県水戸市河和田町3335-1

○

0870103512

株式会社 ありが園

訪問介護ありが園みと

029-309-8101

3100847 茨城県水戸市米沢町字代官山578-1

○

0870103538

株式会社ケアネット

訪問介護ステーション コンフォルト緑岡

029-305-5203

3100852 茨城県水戸市笠原町1361-2

○

0870103546

合同会社 大越商会

訪問介護事業所ケアセンターR

029-243-5350

3100853 茨城県水戸市平須町1822-227

○

0870201407

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター多賀

0294-25-4101

3160004 茨城県日立市東多賀町2-9-9

○

0870201472

株式会社クリエイト

訪問介護ステーション久慈浜

0294-52-6673

3191222 茨城県日立市久慈町3-4-14

○

0870301702

プルメリア訪問介護 株式会社

プルメリア訪問介護 株式会社

029-835-3003

3000048 茨城県土浦市田中3-8-32

○

0870301785

株式会社 まごころ介護支援センター

まごころ介護支援センター指定訪問介護事業
所

029-804-3307

3000061 茨城県土浦市並木2-8-7

○

茨城県ひたちなか市勝田中原町723-13 ロ
イヤルエースビル2-A

茨城県北相馬郡利根町布川2115-89エンゼ
ルハウス1F

茨城県水戸市石川2-4065-5 ネクスト水戸店
内

茨城県つくば市花畑1-14-6 プロスパー102
号

茨城県水戸市見川5-127-1 チェリーブラッサ
ム1号棟201号

茨城県水戸市元吉田町2981第一共栄ハウス
201

○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○

0870301827

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑グランデ土浦

029-834-2021

3000841 茨城県土浦市中1161-15

○

0870400728

株式会社 サンワコウギョウ

ヘルパーステーションゆきわり草

0280-33-8177

3060126 茨城県古河市諸川1676-1

○

0871500476

特定非営利活動法人 虹

ヘルパーステーション 虹

0293-44-7008

3191704 茨城県北茨城市大津町北町2564-1

○

0871500500

有限会社 在宅介護プランこごみ

訪問介護こごみ

0293-43-1230

3191552 茨城県北茨城市中郷町足洗751-2

○

0871900643

株式会社 笑福

ケアサポート 笑福

029-874-4039

3001222 茨城県牛久市南7-37-7

○

0872001953

有限会社レグルス

きらきらきらり

029-867-6577

3004244 茨城県つくば市田中１８４１－１

○

0872101308

有限会社三勝

ドリームハートヘルパーステーション

029-354-5950

3120021 茨城県ひたちなか市三反田2754

○

0872101332

医療法人森田記念会

ヘルパーステーションプロスペクト

029-354-3239

3120002 茨城県ひたちなか市高野2455-1

○

0872200555

株式会社スガワラカンパニー

さくら・介護ステーション鹿嶋

0299-83-8275

3140033 茨城県鹿嶋市鉢形台2-3-1

○

0872600259

有限会社 ケアプランセンターいきいき

訪問介護サービスいきいき

029-296-3360

3192102 茨城県那珂市瓜連1740

○

0872700471

株式会社たさき

在宅介護事業所ほ～む

0296-37-4361

3080112 茨城県筑西市藤ケ谷1858番地43

○

0872800180

タイヨートータルケア株式会社

さくら・介護ステーションタイヨー岩井

0297-34-1327

3060631 茨城県坂東市岩井4527

○

0874301070

株式会社 なかよしホーム

なかよし指定訪問介護事業所

0280-87-6288

3060433 茨城県猿島郡境町2175-55

○

0875500100

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑 ラ・テラス小絹

0297-25-3121

3002445 茨城県つくばみらい市小絹839-6

○

0870103694

有限会社いばらきケア

いばらきケア訪問介護事業所

029-291-1211

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡4434-1

○

0870103769

有限会社あんしんネット

グリーン介護

029-227-5569

3100813 茨城県水戸市浜田町415-3

○

0870103835

株式会社コムズケア水戸

株式会社 コムズケア水戸

029-291-5615

3114151 茨城県水戸市姫子1-781-7

○

0870103876

特定非営利活動法人オプティマム

ケアサポートぽてと

029-244-1379

3100853 茨城県水戸市平須町1225-5

○

0870201480

株式会社 赤羽根

介護福祉サービスふきのとう

0294-29-0029

3191225 茨城県日立市石名坂町1-41-1

○

0870201522

株式会社ひたちの里ケアメイト

ヘルパーステーションまつのみ

0294-33-5505

3191225 茨城県日立市石名坂町2-4-1

○

0870400793

さくらそう介護支援合同会社

さくらそう介護サービス

0280-23-5397

3060013 茨城県古河市東本町4-3-19

○

0870400835

株式会社 ほほえみ倶楽部

ヘルパーステーションほほえみ倶楽部古河

0280-23-5658

3060231 茨城県古河市小堤中新田245-1

○

0870700457

株式会社川島コーポレーション

結城やわらぎ

0296-33-1261

3070001

0870800612

株式会社 アイウインド

（株）アイウインド介護事業所【愛の風】

0297-64-5519

3010816 茨城県龍ケ崎市大徳町96-12

○

0871600318

有限会社ともべ看護ケアセンター

ケアライフ下郷

0299-45-5363

3190202 茨城県笠間市下郷4536－115番地

○

0871900676

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター牛久南

029-878-5035

3001222 茨城県牛久市南3-20-2

○

0872002027

株式会社ひまわり

訪問介護事業所株式会社ひまわり

029-865-0514

3004205 茨城県つくば市安食2530-62

○

0872101399

アースサポート株式会社

アースサポートひたちなか

029-275-4900

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2－1－13

○

0872600283

株式会社イーストシー

ケアセンター那珂

029-219-7312

3110107 茨城県那珂市額田南郷2381-18

○

0872700497

フジサクセス 株式会社

訪問介護ふじ

0296-28-7444

3080067 茨城県筑西市上平塚655-4

○

0872800255

朝日屋工業株式会社

介護支援センター あさひ

0297-47-3533

3060606 茨城県坂東市幸田367

○

0874200496

株式会社 ＢＩＣ ＭＡＭＡ

ＢＩＣＭＡＭＡ（ビックママ）訪問介護事業所

0296-49-1533

3003527 茨城県結城郡八千代町東原154-2

○

0875200321

株式会社さんわケアサービス

さんわケアサービス訪問介護事業所神栖

0479-48-0210

3140345 茨城県神栖市土合南1-8-22

○

0870103900

株式会社スギショク

しもいちヘルパーステーション

029-306-8603

3100812 茨城県水戸市浜田2-9-5 塚原浜田ビル2階

○

0872101456

株式会社アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ水戸千波訪問介護事業所

029-353-8761

3100851 茨城県水戸市千波町295-1

○

0875200388

医療法人社団公慈会

指定訪問介護事業所せ～じ

0299-94-7450

3140146 茨城県神栖市平泉903-30

○

0871600458

有限会社 モリ・ケア・サービス

訪問介護事業所 いわまの郷

0299-45-2433

3190202 茨城県笠間市下郷6004-1

○

0875200412

株式会社 ハーベストシーズン

訪問介護 碧の風

0299-77-8697

3140133 茨城県神栖市息栖3079-782

○

0873000210

有限会社 イノセントファミリー

ヘルパーステーション太陽

029-869-9775

3000134

0870104049

アイネット株式会社

アイネット水戸訪問介護ステーション

029-304-6550

3100836 茨城県水戸市元吉田町779-2

○

0870104064

特定非営利活動法人 いきいきほろの里

NPO法人 いきいきほろの里

029-255-5671

3114154 茨城県水戸市萱場町1013-7

○

茨城県結城市結城1457-11ｻﾝﾗｲｽﾞﾏﾝｼｮﾝ
102

茨城県かすみがうら市深谷3654-9 適合高
専賃ソレイユ1F

○

○

0875200420

株式会社 エフサポート

エフサポート

0299-92-7121

3140131 茨城県神栖市下幡木1028-3

○

0870400918

株式会社 和幸

和幸訪問介護事業所

0280-23-1720

3060001 茨城県古河市静町２８－１２－１０２

○

0871900742

有限会社 戸苅介護支援センター

介護サービス いろどり

029-873-7078

3001232

0873101570

音愛株式会社

ヘルパーステーションのあ

029-353-6720

3113122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎4557-510

○

0870104122

医療法人社団 北水会

医療法人社団北水会 在宅ケアサービスセン
ターそらまめ

029-257-6616

3114153 茨城県水戸市河和田町3003-1

○

0870301991

カタオカサービス株式会社

ヘルパーステーション こまち

029-862-4792

3004105 茨城県土浦市田宮604

○

0870104072

社会福祉法人 北養会

訪問介護ステーションもみじ館

029-259-9295

3190323 茨城県水戸市鯉淵町２２２２－１

○

0873301113

合同会社 あこーど

あこーど東海

029-283-3341

3191108 茨城県那珂郡東海村村松北1-2-32

○

0875300162

有限会社 ケアーさくら

訪問介護事業所 さくら

0299-94-8550

3113836 茨城県行方市南９５－７

○

0870104205

合同会社 サトウコーポレーション

介護の森

029-353-6624

3100852

0872600333

特定非営利活動法人ライフサポートまきば

まきば訪問介護事業所

029-298-4337

3110111 茨城県那珂市後台2091-2

0870104262

株式会社 蒼杜

訪問介護 Distage 悠壽

029-353-7522

3100903

0872002290

株式会社 クリエイティブフィール

アタラシアつくば

029-886-3885

3002635 茨城県つくば市東光台3-1-2

○

0872700604

株式会社 ホーリング

在宅支援サービス みんなの家

0296-21-5611

3080127 茨城県筑西市関本下1753-1

○

0871700779

株式会社 アメニティー・ケアサービス

株式会社 アメニティー・ケアサービス

0297-78-1717

3020038 茨城県取手市下高井1255-6

○

0872002316

有限会社 愛工房

訪問介護事業所 野の花

029-857-3878

3050023 茨城県つくば市上ノ室７６０－１－１０１

○

0875200479

有限会社アイケア

アイケア神栖ヘルパーステーション

0299-77-9651

3140135 茨城県神栖市堀割2-8-22ハーモニーD号室

○

0870400991

株式会社 きぼう

訪問介護事業所 きぼう ケアサービス

0280-75-0706

3060126 茨城県古河市諸川1307-25

○

0873801104

株式会社 絆

訪問介護 ひるがお

029-875-6247

3000335

0870401007

医療法人 茨城愛心会

指定訪問介護事業所 四季

0280-47-1010

3060041 茨城県古河市鴻巣1555番地

0871900833

株式会社 コメディコつくば

訪問介護ステーション ファミリア

029-878-2102

3001206

0871900874

株式会社 エヌケイコーポレーション

訪問介護ステーション ひたち野

029-875-6571

3001207 茨城県牛久市ひたち野東4-8-4

-

0872700620

株式会社 介護サービス優雨

介護サービス優雨

0296-57-4296

3091107 茨城県筑西市門井1920-7

○

0870500899

有限会社 義伝商事

ダマリス メモリアル ケアサービス

0299-56-4760

3150042 茨城県石岡市茨城1-2-21

○

0871700795

株式会社 えがお

指定訪問介護事業所 大好き

0297-84-6713

3020031

0871700803

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 取手本郷

0297-77-5221

3020022 茨城県取手市本郷5-13-10

○

0872002399

株式会社 真優

訪問介護事業所 ことり

029-886-9822

3050023 茨城県つくば市上ノ室760-1

○

0872200688

株式会社 エヌ・ビー・ラボ

訪問介護事業所

0299-84-0401

3140005 茨城県鹿嶋市高天原1丁目6番7号

-

0872600358

株式会社 N・C・Iカンパニー

株式会社 N・C・Iカンパニー

029-219-9065

3110106 茨城県那珂市杉233

○

0870302098

医療法人 秀心会

訪問介護事業所 コスモス

029-886-3430

3000839 茨城県土浦市滝田1-33-1

○

0871700837

株式会社 シニアライフパートナー

訪問介護 SLP

0297-63-5112

3001514 茨城県取手市宮和田298

○

0871600565

ケアセンターいずみ 株式会社

訪問介護事業所 いずみ

0299-45-0025

3190209 茨城県笠間市泉2360-1

○

0870104551

合同会社 ひかり

ケアサポートひかり

029-224-2971

3100026 茨城県水戸市泉町1-4-20メドウ泉町202

○

0870104569

原口商事 株式会社

ヘルパーステーション ローズガーデン

029-350-1088

3100853 茨城県水戸市平須町957-3

○

0870401015

合同会社カレント

アイライフ

0280-91-1333

3060221 茨城県古河市駒羽根712-16

○

0871700860

デンタルサポート 株式会社

ホームヘルプサービス取手

0297-71-3371

3020015

0870104585

医療法人社団協栄会

医療法人社団協栄会 訪問介護事業所 「いろ
029-257-3666
どり」

3100905 茨城県水戸市石川1-4017-1

○

0870401031

株式会社 あやめ

訪問介護 菖蒲

0280-23-3426

3060226 茨城県古河市女沼1011-1

○

0875400111

株式会社 まほろば

訪問介護サービス まほろば

0291-37-0336

3111412 茨城県鉾田市玉田1046-11

○

0871000865

株式会社 ふれあい

ヘルパーステーション ふれあい

0296-44-4953

3040004 茨城県下妻市大木253-1

○

0872101654

株式会社 ロザリス

ルアル訪問介護 ひたちなか

029-229-0277

3120061 茨城県ひたちなか市稲田41-1

○

エルスリー茨城鹿嶋

茨城県牛久市上柏田2-12 ヴィラ・エトレンヌ
K102

茨城県水戸市笠原町1527-18 ジョージアン
タウン笠原E-6

茨城県水戸市堀町1075-11 ﾀﾞｲｽﾃｰｼﾞ悠壽
Ⅱ内

茨城県稲敷郡阿見町岡崎12-4野口住宅1号
棟

茨城県牛久市ひたち野西4-25-5 ＯＮＯＤＡ
ビル1Ｆ

茨城県取手市新取手1-4-6ｱｰﾊﾞﾝｳﾞｨﾚｯｼﾞ新
取手ビル1階

茨城県取手市井野台4-20-6 ヴェルデュー
ルA102

○

○
○
○

○
○
○

○

○

0870201845

コンテック 株式会社

訪問介護事業所 まごころの手

0294-36-3405

3160003 茨城県日立市多賀町2-10-7

○

0871600607

株式会社ベストケアーズテクモア

ヘルパーステーション ケアーズあさひ

0296-71-3555

3091717 茨城県笠間市旭町469-1

○

0872101688

株式会社アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ東石川訪問介護事業所

029-270-2012

3120058 茨城県ひたちなか市西光地2-18-1

○

0875100265

株式会社 エヌ・ビー・ラボ

訪問介護事業所 エルスリー茨城真壁

0296-54-5802

3004407 茨城県桜川市真壁町古城53-1

-

0875500217

株式会社 DKS

あしたば訪問介護事業所

0297-47-2080

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台4丁目9番地3

○

0871100525

株式会社PAL

PAL Season Service 常総

0297-43-0123

3002707

茨城県常総市本石下3790 石下スカイホテ
ル内

○

0871700944

社会福祉法人 輝寿会

ヘルパーステーション はあとぴあ

0297-71-5177

3020011 茨城県取手市井野253

○

0870104635

社会福祉法人 北養会

訪問介護サービスセンター アテンドハウス・ウ
エスト

029-303-2005

3100035 茨城県水戸市東原3-2-11

○

0871700977

株式会社ぱーく

訪問介護 ケアパーク

0297-85-4834

3020013 茨城県取手市台宿2-28-38

○

0872101746

ウェルネス株式会社

ケアサポート暖々

029-354-6638

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町1-2-4

○

0872200720

社会福祉法人 親和会

帆の鹿訪問介護事業所

0299-77-8100

3140031 茨城県鹿嶋市宮中字荻原350-1

○

0872200746

株式会社パソナライフケア

鹿嶋ふれあいヘルプサービス

0299-85-0033

3140031 茨城県鹿嶋市宮中2030-1

○

0872200787

株式会社パソナライフケア

ヘルパーステーション ぷらっと

0299-94-8822

3112222 茨城県鹿嶋市小山1010-1

○

0872200795

特定非営利活動法人ひまわりの花

ひまわりの花

0299-77-9088

3140012 茨城県鹿嶋市平井1002-30

○

0872500319

特定非営利活動法人beファミリー

特定非営利活動法人beファミリー訪問介護
サービス蘭

0295-55-8678

3114613 茨城県常陸大宮市長倉1081-1

○

0871701009

株式会社 エヌ・ビー・ラボ

訪問介護事業所エルスリー茨城取手

0297-84-6472

3001532 茨城県取手市谷中550-1

○

0872002464

合同会社マリア・カサブランカ

マリア・カサブランカ

029-896-8241

3050045 茨城県つくば市梅園2-33-25

-

0872400668

有限会社アモールサービス

指定訪問介護事業所 アモール守谷

0297-38-6988

3020105 茨城県守谷市薬師台6-7-1

○

0872700745

株式会社あいあい

訪問サービスあいあい

0296-54-6880

3080847

0872500350

株式会社エビナ総合商事

訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業所 森のクマさん 常陸大
宮店

0295-55-8740

3192266 茨城県常陸大宮市抽ケ台町2906-6

○

0871900957

医療福祉生活協同組合いばらき

ヘルパーステーションにれの家

029-878-3212

3001207 茨城県牛久市ひたち野東3-24-3

○

0872700778

合同会社祥

らいふあしすと 祥

0296-48-8277

3080101 茨城県筑西市井上400-1

○

0870104858

株式会社 八重櫻

ヘルパーステーション あゆむ

029-353-7186

3114153 茨城県水戸市河和田町280-10

○

0870104874

有限会社ファスト

ケアステーション なかよしの森

029-305-5757

3100913 茨城県水戸市見川町丹下二ノ牧2142-10

○

0872101787

ケアシエスタ合同会社

訪問介護 ねこの手

029-219-7841

3111235

茨城県ひたちなか市田中後42-2磯良ビル
103

○

0870302205

有限会社アモールサービス

指定訪問介護事業所 アモール高津

029-879-7717

3000811 茨城県土浦市上高津堂ノ下950-2

○

0870700523

株式会社やさしい手

やさしい手結城巡回訪問介護事業所

0296-34-8531

3078501 茨城県結城市結城9802-1

○

0870800885

株式会社 Ｌｙｃｋａ

指定訪問介護事業所 ほのぼのケア龍ヶ崎

0297-85-2842

3010032

0872002498

株式会社 愛カンパニー

あいヘルパーステーション

029-848-1050

3002645 茨城県つくば市上郷1600-1

0874200538

株式会社 ほほえみ倶楽部

ヘルパーステーションほほえみ倶楽部 八千代 0296-54-6612

3003572

0871200788

医療法人根本医院

訪問介護 くめ

0294-33-9031

3130123 茨城県常陸太田市久米町230

○

0873101661

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス茨城町

029-219-1830

3113156 茨城県東茨城郡茨城町奥谷30

○

0873400444

株式会社アリア

ヘルパーステーション アリア

0295-76-8550

3193523 茨城県久慈郡大子町袋田2693-1

○

0870201936

有限会社 リライフ

訪問介護 リライフ

0294-25-6653

3160022 茨城県日立市大沼町4-9-11

○

0870500964

社会福祉法人 永寿会

訪問介護ステーションドルフィン石岡

0299-56-6123

3150001 茨城県石岡市石岡3039-8

○

0871500641

合同会社 にこにこ北茨城

にこにこ介護

0293-24-9407

3191702 茨城県北茨城市大津町2213-2

○

0872500426

合同会社グリーン・フィール

訪問介護ステーション サングリーンピア大宮

0295-53-8007

3192222 茨城県常陸大宮市若林952-1

○

0870104973

株式会社 ハルム

ケアコンダクトH

029-306-7364

3114153 茨城県水戸市河和田町1110-1

○

0872002530

医療法人社團 みなみつくば會

コンフォートつくば訪問介護事業所

029-875-5656

3050868 茨城県つくば市台町2-3-10

○

0873801146

愛絆株式会社

ヘルパー親愛隊

029-893-2622

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央5-19-20

○

0870302262

宗教法人 日本同盟基督教団土浦めぐみ教会

喜楽希楽サービス訪問介護事業所

029-835-4415

3000811 茨城県土浦市上高津486-2

○

茨城県筑西市玉戸1622-98 マ・メゾン下館
103号室

茨城県龍ケ崎市佐貫1-4-3 カームビラＡ棟Ａ
号室

茨城県結城郡八千代町菅谷691-5 テナント
花音１階北号

○

○
○
○

0870302312

株式会社プラザマアム

訪問介護事業所プラザマアム

029-830-2206

3000007 茨城県土浦市板谷7-626-11

○

0870500980

有限会社 いきいきケアメイト

いきいきファミリア石岡

0299-56-6485

3150012 茨城県石岡市北府中1-13-54

○

0871400453

有限会社 七福神

有限会社 七福神 七福神ヘルパーステーショ
ン

0293-24-9310

3180004 茨城県高萩市上手綱4010-4

○

0871600672

有限会社ニコニコ薬局

訪問介護事業所スマイル

0296-71-3016

3091704 茨城県笠間市美原1-5-33

○

0870401155

株式会社ビジュアルビジョン

けあビジョン古河

0280-47-0701

3060053 茨城県古河市中田999-1-101

○

0870302353

有限会社 アモールサービス

指定訪問介護事業所 アモール神立

029-886-9555

3000011 茨城県土浦市神立中央5-15-10

○

0872700828

株式会社 大吉

ケアサポートおおよし

0296-37-3384

3080112 茨城県筑西市藤ケ谷1303

○

0874400492

有限会社 Ｓ・Ｋ工業

ほのか

0297-85-5543

3001612 茨城県北相馬郡利根町加納新田930

○

0870105137

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ水戸見川 訪問介護事業所

029-291-0550

3100913 茨城県水戸市見川町2131-2165

○

0870201993

株式会社 ケアスタッフ

訪問介護 ケアスタッフ

090-5392-2339

3160003 茨城県日立市多賀町2-19-10

○

0870401171

合同会社 たけのこ

介護サービス たけのこ

0280-22-5221

3060033

0870501038

医療法人石岡脳神経外科病院

指定訪問介護 サン・テレーズ

0299-56-3507

3150037 茨城県石岡市東石岡5-3-10

○

0872101886

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ高場 訪問介護事業所

029-229-0891

3120062 茨城県ひたちなか市高場2355-1

○

0870105160

株式会社愛優

訪問介護事業所 愛

029-306-7342

3100911

0871600698

有限会社 plusONE

有限会社 plusONE

029-231-4491

3091703 茨城県笠間市鯉淵6227-43

○

0872200837

株式会社ケイ・エム・エス

おおのケアセンター

0299-78-7751

3112212 茨城県鹿嶋市角折1285-3

○

0870202041

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ日立おおみか 訪問介護事業所

0294-33-8912

3191221 茨城県日立市大みか町3-16-22

○

0870202066

株式会社ホリデー車検サービス

オアシス訪問介護

0294-33-7588

3160023 茨城県日立市東大沼町4-29-27

○

0870302403

有限会社 アモールサービス

指定訪問介護事業所 アモール虫掛

029-893-2085

3000066 茨城県土浦市虫掛3578

○

0871701165

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ取手駒場訪問介護事業所

0297-84-1461

3020027 茨城県取手市駒場3-9-55-1

○

0870105202

株式会社 いっしん

訪問介護いっしん水戸

029-259-0761

3190315 茨城県水戸市内原町107-1

○

0870105228

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ水戸酒門訪問介護事業所

029-291-3142

3100841 茨城県水戸市酒門町567-4

○

0870302437

株式会社 いっしん

訪問介護いっしん永国

029-879-5522

3000817 茨城県土浦市永国903-1

○

0870302445

株式会社 いっしん

訪問介護いっしん土浦

029-830-3022

3000028 茨城県土浦市おおつ野8-24-11

○

0870501053

株式会社 いっしん

訪問介護いっしん石岡

0299-56-5660

3150116 茨城県石岡市柿岡2314-13

○

0870800950

株式会社 いっしん

訪問介護いっしん龍ケ崎

0297-85-4195

3010841 茨城県龍ケ崎市白羽4-4-67

○

0871000972

株式会社 いっしん

訪問介護いっしん下妻

0296-30-7051

3040824 茨城県下妻市村岡167-1

○

0871200853

社会福祉法人春陽会

ヘルパーステーションMAO佐竹南台

0294-33-5663

3130049 茨城県常陸太田市天神林町385-2

○

0872002712

株式会社いっしん

訪問介護いっしんつくば

029-869-9751

3050868 茨城県つくば市台町2-5-2

○

0872400718

株式会社 いっしん

訪問介護いっしん守谷

0297-44-8505

3020109 茨城県守谷市本町3294-2

○

0873000319

株式会社 いっしん

訪問介護 いっしん稲吉

029-886-4101

3150053 茨城県かすみがうら市稲吉東3-7-12

○

0873101703

株式会社 いっしん

訪問介護いっしん大洗

029-229-0801

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町64-46

○

0875300220

株式会社 いっしん

訪問介護いっしん玉造

0299-35-6650

3113512 茨城県行方市玉造甲476-1

○

0870100278

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス水戸

029-304-0058

3111134 茨城県水戸市百合が丘町8-3

○

0870100344

株式会社 テンダーケアジャパン

訪問入浴 ヘルパーコール

029-302-3339

3100004 茨城県水戸市青柳町4262-2

○

0870101482

株式会社 ツクイ

ツクイ 水戸千波

029-305-3351

3100851 茨城県水戸市千波町2049-2

○

0870102894

アースサポート株式会社

アースサポート水戸

029-255-9300

3114141 茨城県水戸市赤塚1－376－1

○

0870200011

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ 日立介護ステーション

0294-21-4422

3170077

0870200094

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 日立

0294-25-0201

3170065 茨城県日立市助川町2-6-22

○

0870201118

株式会社 オヤマ

あさがおケアサービス

0294-35-7340

3160013 茨城県日立市千石町2-4-6

○

茨城県古河市中央町1-2-8 グリーンミユキ
古河402

茨城県水戸市見和1-371-8 プレミール見和
303

茨城県日立市城南町3-4-1 らいふアシスト
センター

○

○

○

0870400132

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター古河

0280-30-5152

3060016 茨城県古河市古河643-1

○

0870500139

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス石岡

0299-35-5588

3150001 茨城県石岡市石岡2280-2

○

0870600236

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護ｻｰﾋﾞｽ下館

0296-24-6028

3080841 茨城県筑西市二木成944

○

0870700093

社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

0296-33-0225

3070001 茨城県結城市結城7473

○

0871100046

社会福祉法人常総市社会福祉協議会

常総市社会福祉協議会

0297-25-1001

3030034 茨城県常総市水海道天満町2472

×

0871500047

社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

北茨城市社協介護センター「のぞみ」

0293-30-1810

3191542 茨城県北茨城市磯原町本町2-4-16

-

0871600045

社会福祉法人 尚生会

指定訪問入浴介護センター かさまグリーンハ
ウス

0296-71-0234

3091613 茨城県笠間市石井2253-1

○

0871600409

社会福祉法人笠間市社会福祉協議会

笠間市社会福祉協議会訪問入浴介護事業所

0296-73-5650

3091611 茨城県笠間市笠間4364-2

○

0871800108

一般社団法人 茨城県きぬ医師会

きぬ医師会訪問入浴事業所

0297-47-4800

3060631 茨城県坂東市岩井4421-6

○

0871900130

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス牛久

0298-71-5918

3001216 茨城県牛久市神谷5-1-1

○

0871900205

社会福祉法人 若竹会

牛久さくら園 訪問入浴介護事業所

0298-78-0711

3001232 茨城県牛久市上柏田1-18-4

○

0871900403

社会福祉法人 河内厚生会

介護サービスひだまり 訪問入浴介護事業所

029-874-8488

3001233 茨城県牛久市栄町5-9

○

0872000450

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスつくば

029-848-2008

3002638 茨城県つくば市豊里の杜2-1-1

○

0872100144

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター ひたちなか

029-354-0841

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2-6-10

○

0872100342

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ ひたちなか介護ステー
ション

029-270-0056

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-1

○

0872200084

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター鹿嶋

0299-90-8061

3140033 茨城県鹿嶋市鉢形台2-1-3 三廣ビル2F

○

0872200456

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス鹿嶋

0299-85-1778

3140031 茨城県鹿嶋市宮中289-1

○

0872400221

株式会社 佐瀬トータルケアセンター

アネシス指定訪問入浴介護事業所

0297-21-1525

3020105 茨城県守谷市薬師台2-16-3

○

0872600127

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス那珂

0293-52-0588

3110100 茨城県那珂市竹ノ内3-7-3

○

0873100853

社会福祉法人 博友会

ごぜんやま訪問入浴サービスセンター

0295-54-2220

3114502 茨城県常陸大宮市野口平146-1

○

0873101257

社会福祉法人城里町社会福祉協議会

城里町社会福祉協議会訪問入浴介護事業所

0296-88-2128

3114402

0873300479

社会福祉法人 清河会

訪問入浴介護事業所 サングリーンピア山方

0295-57-2100

3193106 茨城県常陸大宮市西野内1537-1

○

0873400238

社会福祉法人 清和会

久慈川荘介護センター 訪問介護事業所

02957-2-3170

3193521 茨城県久慈郡大子町北田気551-1

○

0873500011

株式会社 シルバーライフサポート 木の実

シルバーライフサポート 木の実

0294-39-6801

3191303

0873600282

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
鹿島営業所

0479-48-5750

3140343 茨城県神栖市土合本町2-9809-141

0873800106

社会福祉法人 阿見町社会福祉協議会

阿見町社会福祉協議会 指定訪問入浴介護事
029-887-9234
業所

3000331

0874100407

スミハツサービス株式会社

スミハツサービス株式会社

0296-20-6330

3091231 茨城県桜川市本木173-1

○

0875100067

社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会

桜川市社協岩瀬指定訪問入浴介護事業所

0296-76-1357

3091223 茨城県桜川市鍬田612

○

0875100075

社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会

桜川市社協真壁指定訪問入浴介護事業所

0296-54-2361

3004406 茨城県桜川市真壁町山尾604-1

○

0875600074

社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会

小美玉社協訪問入浴さわやか

0299-36-7330

3190132 茨城県小美玉市部室1106

○

0871700530

セントケア茨城 株式会社

セントケア取手訪問入浴センター

0297-77-8588

3020021 茨城県取手市寺田2427-1

○

0874300346

社会福祉法人 三和みつなみ会

訪問入浴サービスみどりの丘

0280-75-0550

3060101 茨城県古河市尾崎3373

○

0871700621

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取手

0297-85-5075

3020004 茨城県取手市取手1－2－3土田ビル1階

○

0870201381

アースサポート株式会社

アースサポート日立

0294-35-4200

3160002 茨城県日立市桜川町1-1-13

○

0870301736

アースサポート株式会社

アースサポート土浦

029-841-8422

3000873 茨城県土浦市荒川沖321-1

○

0871700639

株式会社スワット

すわっと

0297-84-1555

3020021 茨城県取手市寺田4814-4

○

0871900676

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター牛久南

029-878-5035

3001222 茨城県牛久市南3-20-2

○

0872002043

アースサポート株式会社

アースサポートつくば

029-839-9500

3050875 茨城県つくば市花島新田5-9

○

0872101399

アースサポート株式会社

アースサポートひたちなか

029-275-4900

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2－1－13

○

0872002274

株式会社 ウィズ

ウィズ訪問入浴介護事業所

029-879-5822

3050074

0870500873

アースサポート株式会社

アースサポート石岡

0299-22-6066

3150001 茨城県石岡市石岡1-10-7

茨城県東茨城郡城里町小勝1400 城里町七
会保健福祉ｾﾝﾀｰ内

茨城県日立市十王町友部東2-1-19 柴田ビ
ル1階

茨城県稲敷郡阿見町阿見4671-1 阿見町総
合保健福祉会館内

茨城県つくば市高野台2-12-2 グリーンパレ
ス高野台105号

○

○
○
○

○
○

0870401106

株式会社 スピリットリンク

てるます

0280-23-1258

3060205 茨城県古河市関戸1676-2

-

0810110346

医療法人碧水会

汐ケ崎病院

029-269-2226

3111115 茨城県水戸市大串町715

○

0810110528

-

久野産婦人科医院

029-241-8188

3100852 茨城県水戸市笠原町1372-6

○

0810110593

医療法人社団 青潤会

青柳病院

029-231-2341

3100817 茨城県水戸市柳町2-10-11

○

0810110783

-

亀田内科医院

029-227-2353

3100061 茨城県水戸市北見町8-2

○

0810110825

-

みと南ケ丘病院

029-248-0373

3100836 茨城県水戸市元吉田町1057-1

○

0810110833

-

皆川胃腸科外科医院

029-243-5521

3100852 茨城県水戸市笠原町995-102

○

0810110916

-

相川内科病院

029-243-2311

3100851 茨城県水戸市千波町212

○

0810110940

医療法人社団 民衆会

林整形外科医院

029-225-5255

3100813 茨城県水戸市浜田町2-11-11

○

0810111146

-

石井外科内科医院

029-243-0121

3100851 茨城県水戸市千波町1386-3

○

0810111278

医療法人 弘仁会

志村病院

029-221-2181

3100026 茨城県水戸市泉町1-7-38

○

0810111823

-

山本産婦人科医院

029-252-1276

3100911 茨城県水戸市見和1-299-6

○

0810112045

-

丹野病院

029-226-6555

3100841 茨城県水戸市酒門町字仲田4887

○

0810112086

-

大塚小児科医院

029-227-5005

3100912 茨城県水戸市見川1-13-2

○

0810112292

-

飯田内科医院

029-231-1357

3100815 茨城県水戸市本町2-10-10

○

0810112425

-

たかやす内科医院

029-241-1221

3100853 茨城県水戸市平須町1814-181

○

0810112466

-

内藤クリニック

029-225-9040

3108512 茨城県水戸市文京2-2-34

○

0810112524

医療法人 小関外科胃腸科医院

小関外科胃腸科医院

029-241-2662

3100851 茨城県水戸市千波町347-1

○

0810112573

-

手島内科医院

029-247-2761

3100836 茨城県水戸市元吉田町1683

○

0810112714

-

河和田皮膚科クリニック

029-253-6911

3114153 茨城県水戸市河和田町820-3

○

0810112771

-

大橋病院

029-240-3300

3100913 茨城県水戸市見川町2131-1560

○

0810112805

-

原外科医院

029-221-3080

3100818 茨城県水戸市東台1-12-13

○

0810112896

-

けやき整形外科

029-240-1655

3100841 茨城県水戸市酒門町1574-4

○

0810112920

-

丸山小児科・皮フ科

029-21-2336

3100021 茨城県水戸市南町2-3-31

○

0810112953

-

笠原中央クリニック

029-244-6011

3100852 茨城県水戸市笠原町565-7

○

0810112995

-

河内クリニック

029-222-3000

3100066 茨城県水戸市金町3-1-17

○

0810113027

-

さいとう内科

029-248-7457

3100846 茨城県水戸市東野町491-12

○

0810113076

医療法人社団 大清会

平須クリニック

029-305-1414

3100853 茨城県水戸市平須町字向井原１４３１

○

0810113126

-

内科 石川医院

029-221-3971

3100034 茨城県水戸市緑町1-8-21

○

0810113266

医療法人 かさの小児クリニック

かさの小児クリニック

029-222-3322

3100055 茨城県水戸市袴塚3-1-15

○

0810113274

医療法人 岩崎病院

岩崎病院

029-241-8700

3100852 茨城県水戸市笠原町1664-2

○

0810113290

宮川 隆敏

宮川内科クリニック

029-302-5220

3100026 茨城県水戸市泉町2-3-2

○

0810113316

医療法人社団 光会

東水戸医院

029-247-7411

3100841 茨城県水戸市酒門町745

○

0810113324

医療法人永和会

みなみ赤塚クリニック

029-257-6060

3114153 茨城県水戸市河和田町4940

○

0810113332

医療法人社団 草野眼科医院

医療法人社団 草野眼科医院

029-221-4202

3100015 茨城県水戸市宮町1-3-38 中村ビル6F

○

0810113340

医療法人 三仁会

秋山クリニック

029-252-3233

3114146 茨城県水戸市中丸町609-1

○

0810113381

五味渕太平

五味渕内科医院

029-309-5677

3100903 茨城県水戸市堀町字新田１１３３－５２

○

0810113399

国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合連合会水府病院

029-309-5000

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1

○

0810113407

医療法人長福会

ふくもと内科クリニック

029-246-0105

3100841 茨城県水戸市酒門町1495-2

○

0810113415

医療法人 福田小児科

福田小児科

029-248-2622

3100841 茨城県水戸市酒門町3155-4

○

0810113431

上野 卓也

上野医院歯科内科

029-253-1351

3114146 茨城県水戸市中丸町267

○

0810113456

神長 憲弘

神長クリニック

029-305-9555

3100852 茨城県水戸市笠原町101-1

○

0810113514

医療法人 楽志会

神長クリニック

029-305-9555

3100852 茨城県水戸市笠原町101-1

○

0810113522

医療法人社団 筑水会

関口内科クリニック

029-227-1996

3100815

0810113530

医療法人 小沢眼科内科病院

医療法人 小沢眼科内科病院

029-246-2111

3100845 茨城県水戸市吉沢町246-6

○

0810113548

秋山 正博

秋山整形外科医院

029-300-7272

3100802 茨城県水戸市柵町3-2-57

○

0810113571

高嶋 一

高嶋医院

029-251-2700

3100912 茨城県水戸市見川5-139-4

○

0810113589

医療法人小沢眼科内科病院

医療法人小沢眼科内科病院附属五軒町診療
所

029-224-5722

3100063 茨城県水戸市五軒町2-2-11

○

0810113621

医療法人社団 俊徳会

岡崎整形外科医院

029-231-4032

3100902 茨城県水戸市渡里町3255

○

0810113639

医療法人 鳳香会

東前病院

029-240-5101

3111132 茨城県水戸市東前町2-28

○

0810113654

蔵野 康造

くらのクリニック

029-257-6111

3100903 茨城県水戸市堀町916-10

○

0810113662

医療法人 鈴舎会

打越内科クリニック

029-221-2000

3100004 茨城県水戸市青柳町4064-2

○

0810113670

宍戸 大

水戸中央脳外科

029-243-8101

3100851 茨城県水戸市千波町254-1

○

0810113696

医療法人 誠順会 細田外科内科

医療法人誠順会細田外科内科

029-221-0066

3100804 茨城県水戸市白梅2-4-7

○

0810113704

医療法人社団 成育会

医療法人社団成育会 平野こどもクリニック

029-253-3306

3114146 茨城県水戸市中丸町333-1

○

0810113712

医療法人 水戸会

金成整形外科

029-253-0631

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1991-28

○

0810113720

医療法人社団 髙安内科循環器科クリニック

髙安内科循環器科クリニック

029-257-8110

3114153 茨城県水戸市河和田町4405-12

○

0810113738

医療法人社団 瑞鳳会

西宮医院

029-224-5555

3100036 茨城県水戸市新荘2-9-9

○

0810113761

小野 久之

小野クリニック

029-240-0810

3100836 茨城県水戸市元吉田町2576-6

○

0810113779

医療法人 藤原内科医院

藤原内科医院

029-244-3111

3100912 茨城県水戸市見川2131-1475

○

0810113803

医療法人社団 博洋会

金敷内科医院

029-305-7211

3100853 茨城県水戸市平須町1-27

○

0810113811

佐々木 明

佐々木クリニック

029-252-0551

3114152

0810113837

医療法人 山口クリニック

医療法人 山口クリニック

029-257-2311

3114152 茨城県水戸市河和田2-14-5

○

0810113860

医療法人 浜野こどもクリニック

浜野こどもクリニック

029-304-2300

3100842 茨城県水戸市けやき台3-48-2

○

0810113878

小野 多知夫

県庁前耳鼻咽喉科クリニック

029-305-3387

3100852 茨城県水戸市笠原町1602-3

○

0810113886

阿部 精二郎

阿部内科医院

029-241-8340

3100852 茨城県水戸市笠原町1967-1

○

0810113894

医療法人社団 俊徳会

アクアクリニックおかざき

029-300-2585

3100903 茨城県水戸市堀町520-10

○

0810113928

古川 和男

古川胃腸肛門科クリニック

029-247-2228

3100836 茨城県水戸市元吉田町229-7

○

0810113936

医療法人 青藍会

大場内科クリニック

029-304-0111

3100841 茨城県水戸市酒門町275-3

○

0810113944

内田 郁

内田耳鼻咽喉科医院

029-231-1614

3100036 茨城県水戸市新荘1-3-15

○

0810113951

茨城保健生活協同組合

城南病院附属クリニック

029-226-3022

3100803 茨城県水戸市城南3-15-8

○

0810113969

金子医院

金子医院

029-304-0288

3111134 茨城県水戸市百合が丘町8-5

○

0810113985

大久保内科小児科医院

大久保内科小児科医院

029-221-4771

3100042 茨城県水戸市自由が丘3-59

○

0810113993

医療法人花澤耳鼻咽喉科

医療法人花澤耳鼻咽喉科

029-254-8730

3114153 茨城県水戸市河和田町2894-8

○

0810114009

岩間 誠

岩間東華堂クリニック

029-300-7110

3100026 茨城県水戸市泉町3-1-30

○

0810114033

-

原田医院

029-259-2045

3190315 茨城県水戸市内原町844-1

○

0810114041

-

たち医院

029-259-7331

3190315 茨城県水戸市内原町47-1

○

0810114074

医療法人社団 幸友会

秋山整形外科医院

029-300-7272

3100802 茨城県水戸市柵町3-2-57

○

0810114082

医療法人 水戸吉沢小児科クリニック

医療法人水戸吉沢小児科クリニック

029-240-1750

3100845 茨城県水戸市吉沢町283-1

○

0810114090

医療法人 くらのクリニック

医療法人くらのクリニック

029-257-6111

3100903 茨城県水戸市堀町916-10

○

0810114108

医療法人 誠順会

医療法人誠順会クリニック健康の杜

029-305-6655

3100851 茨城県水戸市千波町1250

○

茨城県水戸市本町3-20-8 本町壱番館ビル
2-202

茨城県水戸市河和田1-1828-10 グランスク
エア赤塚101

○

○

0810114116

医療法人 あいん会

あいん常澄医院

029-240-5000

3111131 茨城県水戸市下大野町5360番地

0810114132

城 一也

城こどもクリニック

029-309-5066

3114141

0810114140

医療法人 ふたば内科クリニック

ふたば内科クリニック

029-257-1728

3114145 茨城県水戸市双葉台4-17-5

○

0810114165

松本 尚志

松本クリニック

029-309-6655

3114143 茨城県水戸市大塚町1879-6

○

0810114181

松前 孝幸

中央ますいクリニック

029-302-5225

3100063 茨城県水戸市五軒町2-4-22

○

0810114199

佐藤 力

佐藤クリニック

029-244-1970

3100853 茨城県水戸市平須町2-77

○

0810114223

-

たむら小児科クリニック

029-240-0502

3111134 茨城県水戸市百合が丘町8-8

○

0810114231

-

医療法人社団正定会廣瀬クリニック

029-244-1212

3100913 茨城県水戸市見川町2352-3

○

0810114249

医療法人財団 古宿会

医療法人財団古宿会 水戸中央病院

029-309-8600

3111135 茨城県水戸市六反田町1136-1

○

0810114256

医療法人 善光会

医療法人善光会小吹内科

029-243-8880

3100914 茨城県水戸市小吹町2284-7

○

0810114264

医療法人社団 正信会

水戸駅前クリニック

029-222-0208

3100801 茨城県水戸市桜川2-1-1

○

0810114272

安達 忠治

安達耳鼻咽喉科医院

029-241-2022

3100851 茨城県水戸市千波町233-3

○

0810114298

医療法人社団 博心厚生会

医療法人社団博心厚生会九段クリニック水戸

029-240-0571

3100841 茨城県水戸市酒門町955-1

○

0810114306

医療法人 もり眼科

医療法人 もり眼科

029-251-4113

3114153 茨城県水戸市河和田町長谷原4405-117

○

0810114314

医療法人 仲本内科クリニック

仲本内科クリニック

029-300-2022

3100826 茨城県水戸市渋井町248-2

○

0810114322

医療法人 福井会

福井内科クリニック

029-257-2010

3114152 茨城県水戸市河和田2-8-1

○

0810114330

飯竹 一広

いいたけ内科クリニック

029-350-1155

3100913 茨城県水戸市見川町2131-1976

○

0810114363

医療法人 省和会

長田医院

029-259-5711

3190312 茨城県水戸市大足町980

○

0810114371

医療法人社団 千甫会

医療法人社団 千甫会 高橋外科医院

029-247-7222

3100836 茨城県水戸市元吉田町1988-2

○

0810114405

医療法人社団 草野眼科医院

医療法人社団草野眼科医院内原診療所

029-259-0808

3190394 茨城県水戸市中原町135

○

0810114413

塚田 孝子

つかだ眼科医院

029-233-7310

3100015 茨城県水戸市宮町2-1-8

○

0810114421

医療法人 兼友会

兼子内科クリニック

029-222-5511

3100041 茨城県水戸市上水戸1-7-25

○

0810114454

飯田 幸弘

飯田内科クリニック

029-251-3651

3100045 茨城県水戸市新原1-19-43

○

0810114462

医療法人社団 おひさまこどもクリニック

おひさまこどもクリニック

029-309-0132

3114153 茨城県水戸市河和田町2894-63

○

0810114470

医療法人社団 神代会

神代内科医院

029-241-0148

3100853 茨城県水戸市平須町1820-80

○

0810210054

株式会社 日立製作所

多賀総合病院

0294-33-0035

3160035 茨城県日立市国分町2-1-2

○

0810210153

医療法人 仁愛会

医療法人仁愛会 茅根病院

0294-52-4455

3191221 茨城県日立市大みか町2-22-30

○

0810210161

医療法人 群羊会

久慈茅根病院

0294-52-2119

3191222 茨城県日立市久慈町4-16-10

○

0810210187

医療法人 一誠会

川崎胃腸科肛門科病院

0294-36-1800

3160002 茨城県日立市桜川町3-3-19

○

0810210278

医療法人社団 惇慈会

日立港病院

0294-52-3576

3191222 茨城県日立市久慈町3-4-22

○

0810210377

医療法人 愛正会

田尻ヶ丘病院

0294-43-2323

3191416 茨城県日立市田尻町3-24-1

○

0810210443

-

高山整形外科医院

0294-24-5005

3170053 茨城県日立市滑川町2-3-29

○

0810211375

-

大森内科医院

0294-54-1361

3191221 茨城県日立市大みか町2-5-16

○

0810211391

医療法人佐々木胃腸科外科

佐々木胃腸科外科

0294-43-0333

3191412 茨城県日立市折笠町564-2

○

0810211425

医療法人永慈会

永井ひたちの森病院

0294-44-8800

3191413 茨城県日立市小木津町966

○

0810211458

村田充輝

村田眼科医院

0294-24-5163

3170073 茨城県日立市幸町2-14-5

○

0810211474

福地 淳

福地耳鼻咽喉科医院

0294-21-1962

3170063 茨城県日立市若葉町1-18-17

○

0810211482

医療法人 平和台しのはらクリニック

平和台しのはらクリニック

0294-34-6800

3160001 茨城県日立市諏訪町3-8-6

○

0810211508

かもしたクリニック

かもしたクリニック

0294-28-6100

3160033

0810211516

佐藤 美智子

佐藤医院

0294-21-2330

3170064 茨城県日立市神峰町1-10-20

○

0810211524

寺岡 亨

寺岡整形外科クリニック

0294-28-7766

3160015 茨城県日立市金沢町3-19-3

○

茨城県水戸市赤塚1-16 エスコート赤塚ウエ
スト棟A-102

茨城県日立市中成沢町4-17-22 メゾンボ
ヌール1F

○
○

○

0810211532

医療法人 かもめクリニック

かもめ・日立クリニック

0294-25-1531

3170052 茨城県日立市東滑川町1-3186

0810211540

医療法人 立花クリニック

立花クリニック

0294-23-0605

3170073

0810211557

栗山 栄

栗山整形外科

0294-42-8100

3191414 茨城県日立市日高町3-8-3

○

0810211581

大山 眞

大山医院

0294-37-2215

3160033 茨城県日立市中成沢町2-21-7

○

0810211607

早乙女 俊一

さおとめ眼科

0294-22-7999

3170054 茨城県日立市本宮町2-7-28

○

0810211615

わだクリニック

わだクリニック

0294-28-6015

3160014 茨城県日立市東金沢町5-16-18

○

0810211623

なめき皮フ科クリニック

なめき皮フ科クリニック

0294-43-2222

3191416 茨城県日立市田尻町4-49-21

○

0810211631

おおたしろクリニック

おおたしろクリニック

0294-22-8800

3170062 茨城県日立市平和町1-17-15

○

0810211680

医療法人 祥仁会

十王ひがし野クリニック

0294-39-3232

3191301 茨城県日立市十王町伊師3456-71

○

0810211714

医療法人 葵翠会

寺岡整形外科クリニック

0294-28-7766

3160015 茨城県日立市金沢町3-19-3

○

0810211722

医療法人 あやほ会

福島クリニック

0294-39-6800

3191303 茨城県日立市十王町友部東2-5-5

○

0810211730

島田 裕

島田外科医院

0294-53-4888

3191221 茨城県日立市大みか町2-13-18

○

0810211755

千葉 一博

千葉クリニック

0294-25-6070

3160002 茨城県日立市桜川町2-18-1

○

0810211763

藤井 亜砂美

十王病院

0294-39-3266

3191304 茨城県日立市十王町友部1584-1

○

0810211771

医療法人 かもしたクリニック

かもしたクリニック

0294-28-6100

3160033

0810211789

萩谷 孝彦

みどりクリニック

0294-52-6521

3191222 茨城県日立市久慈町7-19-14

○

0810211821

山形 文子

やまがた内科医院

0294-44-8700

3191411 茨城県日立市川尻町1-35-7

○

0810211847

医療法人社団 はらクリニック 理事長 原 潔

はらクリニック

0294-28-5566

3160002 茨城県日立市桜川町2-25-1

○

0810211854

医療法人 福地レディースクリニック

福地レディースクリニック

0294-27-7521

3170071 茨城県日立市鹿島町2-17-4

○

0810211862

医療法人 根道ヶ丘クリニック

根道ヶ丘クリニック

0294-25-6661

3160022 茨城県日立市大沼町4-9-1

○

0810211870

医療法人社団 久慈川会

医療法人社団 久慈川会 西野医院

0294-27-1313

3191231 茨城県日立市留町1166

○

0810211888

医療法人社団 陽和会

あおば皮膚科クリニック

0294-35-0011

3160013 茨城県日立市千石町1-6-20

○

0810211896

医療法人 真寿会

医療法人 真寿会 西成田医院

0294-25-6520

3160032 茨城県日立市西成沢町2-2-1

○

0810211920

医療法人 永慈会

日立メディカルスパクリニック

0294-32-7700

3170052 茨城県日立市東滑川町5-12-1

○

0810310235

-

荒川沖皮膚科

0298-41-2772

3001173 茨城県土浦市荒川沖798

○

0810310342

医療法人

松本内科医院

0298-43-1211

3000841 茨城県土浦市中村東1217-4

○

0810310359

-

烏山診療所

0298-43-0331

3000836 茨城県土浦市烏山2-530-386

○

0810310367

医療法人社団

桜井内科医院

0298-21-0356

3000043 茨城県土浦市中央2-16-21

○

0810310409

-

小林医院

0298-31-6688

3000011 茨城県土浦市神立中央3-10-1

○

0810310599

医療法人社団 青洲会

神立病院

0298-32-3399

3000011 茨城県土浦市神立中央5-4-20

○

0810310607

医療法人社団浩栄会

荒川沖診療所

0298-43-0859

3001173 茨城県土浦市荒川沖101

○

0810310664

-

つくばメンタルクリニック

0298-26-3883

3000034 茨城県土浦市港町ﾎｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ203

○

0810310896

-

橋本産婦人科医院

0298-22-5541

3000055 茨城県土浦市殿里字石倉576

○

0810311118

-

飯村医院

0298-21-0174

3000038 茨城県土浦市大町8-7

○

0810311167

-

柴田マタニティクリニック

0298-21-0154

3000037 茨城県土浦市桜町4-13-20

○

0810311266

-

木戸医院

0298-41-1753

3000845 茨城県土浦市乙戸南3-8-12

○

0810311274

-

本橋眼科

0298-24-2627

3000033 茨城県土浦市川口2-3-15

○

0810311316

-

常陽医院

0298-22-6594

3000042 茨城県土浦市城北町14-4

○

0810311357

医療法人社団 関城会

淀縄医院

0298-22-5615

3000038 茨城県土浦市大町11-34

○

0810311597

-

田谷医院

0298-23-2636

3000047 茨城県土浦市生田町3-27

○

0810311605

医療法人社団徳心会

医療法人社団 徳心会 パークシティクリニック

0298-23-2100

3000817 茨城県土浦市永国浦市大字小岩田６５９－６

○

茨城県日立市幸町1-7-7 ニュークリニックス
日立4F

茨城県日立市中成沢町4-17-22 メゾンボ
ヌール1F

○
○

○

0810311613

-

つちうら東口クリニック

0298-25-7880

3000035 茨城県土浦市有明町2-31 関鉄土浦ビル4F

○

0810311639

-

土浦中央クリニック

0298-35-0200

3000042 茨城県土浦市城北町6-18

○

0810311654

-

伊野整形外科医院

0298-21-6028

3000051 茨城県土浦市真鍋6-1-32

○

0810311704

医療法人社団三輪会

医療法人社団三輪会 山手医院

029-835-3388

3000814 茨城県土浦市国分町7-6

○

0810311712

医療法人社団 桜雄会

塚田整形外科

0298-24-1111

3000037 茨城県土浦市桜町3-9-20

○

0810311720

医療法人 筑芳会

耳鼻咽喉科 よしだクリニック

0298-41-3387

3001173 茨城県土浦市荒川沖420-1

○

0810311746

医療法人 秀心会

きし整形外科・内科

0298-25-5200

3000036 茨城県土浦市大和町9-2 ウララ2 3Ｆ

○

0810311779

医療法人 慈厚会

野上病院

029-822-0145

3000031 茨城県土浦市東崎町6-8

○

0810311803

医療法人社団 筑波東病院

医療法人社団筑波東病院

029-843-2121

3000844 茨城県土浦市乙戸57-1

○

0810311837

ウララ胃腸科外科

ウララ胃腸科外科

029-825-4477

3000036 茨城県土浦市大和町9-2ウララ2-203

○

0810311845

鈴木 敏之

おおつ野こどもクリニック

029-828-2580

3000028 茨城県土浦市おおつ野8-2-18

○

0810311852

寺島 康

つくばメンタルクリニック

029-826-3883

3000034 茨城県土浦市港町1-7-15

○

0810311886

久松 建一

久松耳鼻咽喉科医院

029-821-6002

3000043 茨城県土浦市中央2-4-21

○

0810311894

医療法人 常陽守仁会

常陽医院

029-822-6594

3000042 茨城県土浦市城北町14-4

○

0810311928

東郷 孝男

東郷クリニック

029-843-7770

3000871 茨城県土浦市荒川沖東3-19-30

○

0810311944

医療法人 キリスト会 わたひきクリニック

わたひきクリニック

029-827-1005

3000037 茨城県土浦市桜町3-5-1-2

○

0810311951

-

耒栖医院

029-862-5188

3004115 茨城県土浦市藤沢1178-2

○

0810311977

医療法人 新治診療所

新治診療所

0298-62-4668

3004113 茨城県土浦市下坂田2013-1

○

0810311985

宮﨑 三弘

宮﨑クリニック

0298-30-6800

3004115 茨城県土浦市藤沢964-2

○

0810311993

塚田 良一

塚田眼科医院

029-821-0468

3000043 茨城県土浦市中央1-4-16

○

0810312009

-

ののやま眼科

029-827-0513

3000026 茨城県土浦市木田余1644-1

○

0810312041

辻 勝博

土浦港町クリニック

029-825-2200

3000034 茨城県土浦市港町3-30-23

○

0810312058

石川 和明

石川クリニック

029-821-2587

3000038 茨城県土浦市大町12-3

○

0810312066

医療法人社団 土浦産婦人科

土浦産婦人科

029-821-0068

3000043 茨城県土浦市中央1-14-22

○

0810312074

医療法人 誠療会

尾﨏眼科クリニック

029-825-2727

3000817 茨城県土浦市永国1111-2

○

0810312082

医療法人社団 優心

岡田整形外科クリニック

029-825-3377

3000026 茨城県土浦市木田余1646-1

○

0810312108

医療法人社団 明厚会

医療法人社団 明厚会 大石内科クリニック

029-835-0014

3000835 茨城県土浦市大岩田2472

○

0810312116

医療法人社団 尽誠会

医療法人社団 尽誠会 さくら内科クリニック

029-835-3233

3000037

0810312124

医療法人 鈴木胃腸科クリニック

医療法人 鈴木胃腸科クリニック

029-841-7711

3000875 茨城県土浦市中荒川沖町824-15

○

0810410431

医療法人

武沢病院

0280-22-0122

3060022 茨城県古河市横山町3-1-27

○

0810410456

-

山中医院

0280-32-0288

3060011 茨城県古河市東1-7-11

○

0810410530

古河市

古河市福祉の森診療所

0280-48-6521

3060044 茨城県古河市新久田271-1

○

0810410662

医療法人社団 広伸会

古河クリニック

0280-30-3252

3060023 茨城県古河市本町1-1-15 VAL古河3F

○

0810410712

医療法人 大垣耳鼻咽喉科

大垣耳鼻咽喉科

0280-30-1218

3060004 茨城県古河市雷電町10-21

○

0810410720

矢澤 克之

けやきクリニック

0280-48-7181

3060056 茨城県古河市坂間409-1

○

0810410738

腰塚史朗

腰塚医院

0280-48-1606

3060041 茨城県古河市鴻巣599

○

0810410746

医療法人賢友会

医療法人賢友会 長島外科

0280-32-3011

3060023 茨城県古河市本町1-9-15

○

0810410787

佐賀 烈

佐賀整形外科医院

0280-22-7755

3060034 茨城県古河市長谷町20-7

○

0810410795

医療法人 西村外科

西村外科

0280-32-0879

3060023 茨城県古河市本町2-5-10

○

0810410811

医療法人 共助会

医療法人共助会おぐらメンタルクリニック

0280-22-5522

3060033 茨城県古河市中央町1-5-1

○

0810410829

医療法人 茨城愛心会

医療法人茨城愛心会 古河病院

0280-47-1010

3060041 茨城県古河市鴻巣字茶屋下1555

○

茨城県土浦市桜町3-14-18さくらﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1
階101号室

○

0810411033

-

高野クリニック

0280-31-2333

3060233 茨城県古河市西牛谷1015-7

○

0810411108

医療法人社団 冥加会

かわまた眼科医院

0280-32-0881

3060234 茨城県古河市上辺見2063-8

○

0810411124

医療法人社団 隆周会

医療法人社団 隆周会安藤整形外科

0280-91-3900

3060221 茨城県古河市駒羽根324

○

0810411132

医療法人 総和山根皮膚科クリニック

総和山根皮膚科クリニック

0280-91-3912

3060204 茨城県古河市下大野2905-1

○

0810411157

医療法人社団 青樹会

三和整形外科内科

0280-76-1232

3060126 茨城県古河市諸川1184-1

○

0810411181

医療法人 諸川中央医院

医療法人 諸川中央医院

0280-76-4455

3060126 茨城県古河市諸川811

○

0810411207

-

船橋レディスクリニック

0280-76-0386

3060126 茨城県古河市諸川657-3

○

0810411231

医療法人 はやし整形外科クリニック

はやし整形外科クリニック

0280-30-8084

3060013

0810411249

医療法人 恵光会

つる眼科クリニック

0280-30-0102

3060003 茨城県古河市緑町44-6

○

0810411256

古河市

古河市尾崎国民健康保険診療所

0280-76-0009

3060101 茨城県古河市尾崎5610-5

○

0810411264

古河市

古河市古河福祉の森診療所

0280-48-6521

3060044 茨城県古河市新久田271-1

○

0810411280

茨城県民生活協同組合

友愛記念病院

0280-97-3000

3060232 茨城県古河市東牛谷707

○

0810411306

医療法人愛仁会根川橋クリニック

医療法人愛仁会根川橋クリニック

0280-47-1115

3060053 茨城県古河市中田1690

○

0810411314

芝崎 一郎

しばさきクリニック

0280-22-1351

3060033 茨城県古河市中央町1-2-30

○

0810411322

高野 裕

高野クリニック

0280-31-2333

3060233 茨城県古河市西牛谷1015-7

○

0810510057

一般社団法人 石岡市医師会

石岡市医師会病院

0299-22-4321

3150001 茨城県石岡市石岡10528-1

○

0810510115

-

友部整形外科

0299-26-2339

3150035 茨城県石岡市南台3-34-5

○

0810510156

-

長尾眼科

0299-24-1100

3150023 茨城県石岡市東府中1-15

○

0810510255

医療法人幕内会

山王台病院

0299-26-3130

3150037 茨城県石岡市東石岡4-1-38

○

0810510396

-

松葉産婦人科

0299-23-2157

3150013 茨城県石岡市府中2-4-41

○

0810510412

社団法人 石岡市医師会

社団法人 石岡市医師会 南台診療所

0299-26-8685

3150035 茨城県石岡市南台2-12-6

○

0810510495

-

渡辺クリニック

0299-26-7633

3150033 茨城県石岡市東光台4-14-30

○

0810510602

-

滝田整形外科

0299-23-2071

3150013 茨城県石岡市府中2-2-12

○

0810510644

医療法人 明風会

久保田病院

0299-35-5010

3150022 茨城県石岡市行里川26-3

○

0810510669

医療法人芹澤医院

医療法人芹澤医院分院

0299-22-2035

3150001 茨城県石岡市石岡3165-17

○

0810510677

関 正道

関クリニック

0299-23-8300

3150013 茨城県石岡市府中3-1-6

○

0810510685

医療法人社団 林和会

府中クリニック

0299-22-2146

3150013 茨城県石岡市府中5-11-1

○

0810510693

石渡 東海

石渡眼科

0299-27-0700

3150038 茨城県石岡市旭台1-3918-5

○

0810510727

医療法人 金丸医院

医療法人 金丸医院

0299-26-3161

3150033 茨城県石岡市東光台2-8-5

○

0810510735

医療法人 回生会 藤井内科クリニック

医療法人 回生会 藤井内科クリニック

0299-35-5005

3150005 茨城県石岡市鹿の子2-1-36

○

0810510784

医療法人 八郷病院

医療法人 八郷病院

0299-46-1115

3150122 茨城県石岡市東成井2719

○

0810510792

-

江畑医院

0299-43-0016

3150116 茨城県石岡市柿岡2019

○

0810510859

医療法人 幕内会 理事長 幕内 幹男

山王台病院附属東クリニック

0299-26-3533

3150037 茨城県石岡市東石岡5-2-33

○

0810610048

医療法人 威恵会

三岳荘小松崎病院

0296-24-2331

3080005 茨城県筑西市中舘69-1

○

0810610055

下館市

下館市民病院

0296-28-2261

3080847 茨城県筑西市玉戸1658

○

0810610220

-

大田医院

0296-22-3914

3080845 茨城県筑西市西方1684-1

○

0810610329

医療法人 桜仁会

大圃クリニック

0296-22-4098

3080031 茨城県筑西市丙153-4

○

0810610733

-

医療法人 加納内科胃腸科

0296-24-7365

3080051 茨城県筑西市岡芹967-1

○

0810610816

医療法人社団 同慈会

下館南クリニック内科歯科

0296-25-0555

3088510 茨城県筑西市二木成843-1

○

0810610824

直江 哲郎

直江医院

0296-22-3081

3080000 茨城県筑西市稲荷稲荷町丙147

○

0810610832

八島 良和

八島医院

0296-22-3361

3080805 茨城県筑西市稲野辺248

○

茨城県古河市東本町4-2-2 小柳メディカル
ビル3F

○

0810610881

医療法人 修英会

遠藤産婦人科医院

0296-20-1000

3080005 茨城県筑西市中舘130-1

○

0810610899

医療法人 修英会

すわクリニック

0296-22-2069

3080021 茨城県筑西市甲444-1

○

0810611012

医療法人 杏仁会

大圃病院

0296-37-3101

3080104 茨城県筑西市木戸352

○

0810611053

医療法人 隆朋会

河上医院

0296-37-2460

3080111 茨城県筑西市舟生1059-3

○

0810611129

医療法人 章久会

かくらいクリニック

0296-52-6711

3004541 茨城県筑西市松原228

○

0810611137

医療法人 幸坂内科クリニック

幸坂内科クリニック

0296-52-6333

3004541 茨城県筑西市松原1564-5

○

0810611251

瀬端 宏

瀬端耳鼻咽喉科医院

0296-25-3387

3080031 茨城県筑西市丙219

○

0810611269

医療法人社団 平仁会

しもだてメディカルポート

0296-21-1800

3080826 茨城県筑西市下岡崎2-8-1

○

0810611285

筑西市

筑西市夜間休日一次救急診療所

0296-24-2266

3080806 茨城県筑西市小林355-1

○

0810611293

筑西市

筑西市民病院

0296-28-2261

3080847 茨城県筑西市玉戸1658

○

0810611327

医療法人 山口医院

医療法人 山口医院

0296-37-3777

3080104 茨城県筑西市木戸1285-4

○

0810611335

医療法人 宮田医院

宮田医院

0296-22-2440

3080031 茨城県筑西市丙59

○

0810611343

医療法人 さとうクリニック

さとうクリニック

0296-20-0310

3080031 茨城県筑西市丙92-2

○

0810611350

医療法人 茗悠会

明野中央医院

0296-52-0026

3004517 茨城県筑西市海老ケ島926

○

0810611368

堀内 早苗

堀内皮膚科医院

0296-25-5877

3080041 茨城県筑西市乙853

○

0810710152

医療法人 厚友会

城西病院

0296-33-2111

3070001 茨城県結城市結城市結城10745-24

○

0810710327

医療法人同仁会

宮田医院

0296-32-5252

3070001 茨城県結城市結城30

○

0810710400

-

渡邉医院

0296-35-0006

3070033 茨城県結城市山川新宿168

○

0810710459

-

つぼいクリニック

0296-33-1020

3070052 茨城県結城市中央町1-12-2

○

0810710525

医療法人社団 海里会

池羽レディースクリニック

0296-33-3465

3070001 茨城県結城市結城10622-1

○

0810710558

宮田 彰

宮田外科医院

0296-33-2608

3070001 茨城県結城市結城344-6

○

0810710566

-

医療法人社団同樹会結城病院

0296-33-4161

3070001 茨城県結城市結城字繁昌塚9629番1

○

0810710574

医療法人 えばた内科クリニック

えばた内科クリニック

0296-34-1155

3070001 茨城県結城市結城3355-3

○

0810710608

-

結城眼科

0296-20-8878

3070001 茨城県結城市結城城ノ内8776-11

○

0810710616

医療法人 参城会

遠藤クリニック

0296-32-8788

3070001 茨城県結城市結城8775-7

○

0810710624

多田 淳一

きぬのまち診療所

0296-34-1655

3070001 茨城県結城市結城11758-50

○

0810810184

-

山村医院

0297-66-0555

3010033

0810810200

医療法人社団清和会

いしかわクリニック

0297-62-0378

3010816 茨城県龍ケ崎市大徳町5353-1

○

0810810333

-

山本医院

0297-66-3348

3010033 茨城県龍ケ崎市佐貫町字蛭川560

○

0810810366

-

八代内科医院

0297-64-1710

3010842 茨城県龍ケ崎市八代町1078-2

○

0810810416

-

秋山診療所

0297-64-1651

3010811 茨城県龍ケ崎市宮渕町崎市宮渕101

○

0810810507

-

みやおか外科整形外科クリニック

0297-62-3761

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町参区635

○

0810810549

-

飯野クリニック

0297-60-2323

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町字大羽谷津2500-1

○

0810810564

医療法人 竜仁会

牛尾病院

0297-66-6111

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町1-15-1

○

0810810630

-

うちだ医院

0297-64-8821

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘4-5-3

○

0810810648

-

鴻巣クリニック

0297-61-0151

3010832 茨城県龍ケ崎市緑町200

○

0810810655

医療法人社団 うちだ医院

うちだ医院

0297-64-8821

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘4-5-3

○

0810810663

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 茨城県済
龍ヶ崎済生会病院
生会

0297-63-7111

3010854 茨城県龍ケ崎市中里1-1-1

○

0810810671

医療法人 明朝会

横田医院

0297-62-0047

3010012 茨城県龍ケ崎市上町2941-1

○

0810810697

医療法人 高田整形外科

高田整形外科

0297-60-7227

3010853 茨城県龍ケ崎市松ケ丘2-24-6

○

0810810705

村井医院

村井医院

0297-62-3380

3010838 茨城県龍ケ崎市愛戸町55

○

茨城県龍ケ崎市佐貫町3-5-5プラザ・エル
マーナ内

○

0810810713

ひまわり眼科クリニック

ひまわり眼科クリニック

0297-65-3920

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町1230-3

○

0810810721

中村クリニック

中村クリニック

0297-64-6655

3010000 茨城県龍ケ崎市8686

○

0810810754

朝野 晴彦

朝野循環器科クリニック

0297-62-0178

3010824 茨城県龍ケ崎市下町2887

○

0810810762

医療法人 昴会

医療法人 昴会 野村医院

0297-62-6561

3010000 茨城県龍ケ崎市3316-2

○

0810830709

檜垣 壮一郎

中根台歯科クリニック

0297-60-8333

3010002 茨城県龍ケ崎市中根台2-13-30

○

0811010115

医療法人 坂入医院

坂入医院

0296-43-6391

3040031 茨城県下妻市高道祖4611-12

○

0811010263

-

とき田クリニック

0296-44-3232

3040056 茨城県下妻市長塚28-1

○

0811010321

-

砂沼湖畔クリニック

0296-43-8181

3040028 茨城県下妻市下木戸542

○

0811010362

医療法人社団 医仁会 渡邉クリニック

医仁会 渡邉クリニック

0296-43-7773

3040064 茨城県下妻市本城町1-44-2

○

0811010388

菊山 茂博

菊山胃腸科外科医院

0296-44-2014

3040068 茨城県下妻市下妻丁81-7

○

0811010396

医療法人 医靖会

古橋耳鼻咽喉科医院

0296-45-0777

3040023 茨城県下妻市大串120-2

○

0811010412

中山医院

中山医院

0296-43-2512

3040014 茨城県下妻市中郷185

○

0811010420

医療法人社団 健成会

軽部病院

0296-44-3761

3040067 茨城県下妻市下妻乙398-1

○

0811010438

医療法人 仁正会

下条整形外科

0296-43-3666

3040064 茨城県下妻市本城町1-48-3

○

0811010453

医療法人 文目会

医療法人 文目会
医院

0296-44-2792

3040821 茨城県下妻市別府408-3

○

0811010479

外山 晃

とやまクリニック

0296-30-5010

3040057 茨城県下妻市石の宮57-1

○

0811010487

医療法人社団 源守会

中嶋医院

029-644-3008

3040067 茨城県下妻市下妻乙145

○

0811110154

-

加藤真砂子クリニック

0297-22-0235

3030021 茨城県常総市水海道諏訪町3230

○

0811110352

医療法人 寛正会

水海道さくら病院

0297-23-2223

3030005 茨城県常総市水海道森下町4447-5

○

0811110386

白澤 昭弘

しらさわ耳鼻咽喉科クリニック

0297-22-0065

3030031 茨城県常総市水海道山田町1542-8

○

0811110485

医療法人 荒川医院

医療法人 荒川医院

0297-42-4898

3002722 茨城県常総市蔵持890

○

0811110535

医療法人 研西会

水海道西部病院

0297-24-1211

3030041 茨城県常総市豊岡町丙685

○

0811110543

医療法人社団 しば医院

しば医院

0297-30-4811

3002707 茨城県常総市本石下4772-4

○

0811210038

-

西山堂病院

0294-72-5121

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町931-2

○

0811210061

医療法人 一路会 太田病院

医療法人一路会 太田病院

0294-72-1258

3130061 茨城県常陸太田市中城町173

○

0811210137

-

西堀内科医院

0294-72-3101

3130004 茨城県常陸太田市馬場町559-9

○

0811210210

-

くぼたクリニック

0294-72-7811

3130016 茨城県常陸太田市金井町3566-1

○

0811210244

河野 拓司

脳神経外科ブレインピア南太田

0294-70-1711

3130043 茨城県常陸太田市谷河原町1183-1

○

0811210251

医療法人 藤慈会

藤井病院

0294-72-5511

3130016 茨城県常陸太田市金井町3670

○

0811210277

梅原 裕

佐竹南台菜のはなクリニック

0294-80-2250

3130049 茨城県常陸太田市天神林町870-245

○

0811210285

医療法人 石川医院

石川医院

0294-76-9011

3130103 茨城県常陸太田市下宮河内町113-4

○

0811210293

医療法人 根本医院

根本医院

0294-76-2255

3130123 茨城県常陸太田市久米町200

○

0811210301

-

小林医院

0294-85-0010

3130213 茨城県常陸太田市町田町2093

○

0811210335

常陸太田市 常陸太田市長 渡辺 龍一

常陸太田市天下野診療所

0294-87-0456

3130351 茨城県常陸太田市天下野町4954

○

0811210368

医療法人 西山会

ひたちの中央クリニック

0294-72-5125

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町931-6

○

0811410166

-

滝川医院

0293-32-3100

3180031 茨城県高萩市春日町2-64

○

0811410224

医療法人 それいゆ会

高萩それいゆ病院

0293-24-0770

3180004 茨城県高萩市上手綱赤塚268

○

0811410273

医療法人 博順会

医療法人 博順会 高萩クリニック

0293-22-2106

3180024 茨城県高萩市秋山625

○

0811410281

医療法人 宗作会

滝川医院

0293-23-3100

3180031 茨城県高萩市春日町2-64

○

0811410299

医療法人 たばたクリニック

たばたクリニック

0293-20-5511

3180002 茨城県高萩市高戸382-1

○

0811410307

樋渡 克俊

樋渡医院

0293-23-2928

3180032 茨城県高萩市大和町2-59

○

医療法人 文目会 古橋

0811410315

鈴木 美奈子

たかはぎ眼科

0293-22-1166

3180033 茨城県高萩市本町2-88-3

○

0811410331

高橋 惠一

県北医療センター高萩協同病院

0293-23-1122

3180004 茨城県高萩市上手綱1006-9

○

0811510163

医療法人 芳医会

医療法人 芳医会 瀧病院

0293-42-1221

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305

○

0811510171

-

広橋第二病院

0293-46-0630

3191722 茨城県北茨城市関本町福田1871

○

0811510197

社団医療法人至誠会

北茨城クリニック

0293-46-5101

3191704 茨城県北茨城市大津町北町1-4-8

○

0811510262

-

かもめ・大津港クリニック

0293-46-0133

3191704 茨城県北茨城市大津町北町432-1

○

0811510270

-

北茨城中央クリニック

0293-30-1600

3191543

0811510288

医療法人 芳医会

あおぞらクリニック

0293-30-7770

3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2547番地

○

0811510296

中野 純樹

なかの循環器科内科クリニック

0293-30-1002

3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2829番地

○

0811610278

医療法人 長寿会

磯医院

0296-74-4790

3091635 茨城県笠間市稲田2272

○

0811610286

-

神里医院

0296-72-0177

3091611 茨城県笠間市笠間1256

○

0811610294

医療法人 太田皮フ科

太田皮フ科

0296-72-7777

3091611 茨城県笠間市笠間179

○

0811610302

池内 利夫

いけうち医院

0296-72-1105

3091611 茨城県笠間市笠間1200

○

0811610310

-

茨城県立中央病院

0296-77-1121

3091703 茨城県笠間市鯉淵6528

○

0811610328

茨城県病院事業管理者 古田 直樹

茨城県立こころの医療センター

0296-77-1151

3091717 茨城県笠間市旭町654

○

0811610369

-

塙医院

0296-77-0072

3091736 茨城県笠間市八雲2-4-11

○

0811610385

-

あさひクリニック

0296-78-5011

3091717 茨城県笠間市旭町108-6

○

0811610393

-

常陸クリニック

0296-78-5911

3091717 茨城県笠間市旭町472-1

○

0811610419

医療法人 てらだ内科消化器科

医療法人 てらだ内科消化器科

0296-70-5500

3091705 茨城県笠間市東平3-1-21

○

0811610427

医療法人 わたなべ整形外科

わたなべ整形外科

0296-70-5577

3091703 茨城県笠間市鯉淵6266-140

○

0811610435

根本 賢

ねもとクリニック

0296-77-7011

3091738 茨城県笠間市大田町215-13

○

0811610443

医療法人 山本内科小児科医院

山本内科小児科医院

0296-71-2232

3091705 茨城県笠間市東平4-5-34

○

0811610450

医療法人 石橋内科医院

石橋内科医院

0296-71-3138

3091703 茨城県笠間市鯉淵6268-102

○

0811610476

医療法人社団 梅林会 梅里クリニック

梅里クリニック

0299-45-2002

3190202 茨城県笠間市下郷4468

○

0811610492

-

高瀬医院

0299-45-2140

3190206 茨城県笠間市安居1291

○

0811610500

本多 教章

本多内科・循環器科医院

0299-37-8556

3190207 茨城県笠間市福島396

○

0811610518

-

笠間市立病院

0296-77-0034

3091737 茨城県笠間市中央1-2-24

○

0811610526

医療法人 慈永会

根本産婦人科医院

0296-77-0431

3091736 茨城県笠間市八雲1-4-21

○

0811610534

西堀 靖広

にしぼり整形外科

0299-37-6026

3190209 茨城県笠間市泉2077-3

○

0811610542

医療法人 小沢眼科内科病院

小沢眼科内科病院付属友部診療所

0296-71-2311

3091702 茨城県笠間市五平72-1

○

0811710029

公益社団法人 取手市医師会

取手北相馬保健医療センター医師会病院

029-78-6111

3020032 茨城県取手市野々井字波中1926

○

0811710284

-

戸頭皮膚科クリニック

0297-78-4343

3020034 茨城県取手市戸頭6-31-18

○

0811710318

-

竹村医院

0297-72-0002

3020005 茨城県取手市東1-2-12

○

0811710359

医療法人 西秀会

西間木病院

0297-78-1101

3020034 茨城県取手市戸頭1-8-21

○

0811710433

医療法人中村会

常総病院

0297-78-8707

3020038 茨城県取手市下高井2371

○

0811710672

医療法人順心会

とりで医院

0297-74-6131

3020006 茨城県取手市青柳114

○

0811710730

草間 泰夫

草間医院

0297-72-0343

3020006 茨城県取手市青柳707-3

○

0811710763

小林 晴

こばやし医院

0297-70-5000

3020013

0811710771

取手産婦人科

取手産婦人科

0297-78-3111

3020034 茨城県取手市戸頭286-18

○

0811710789

井野団地クリニック

井野団地クリニック

0299-70-6250

3020012 茨城県取手市井野団地3-17-101

○

0811710797

ローズ皮膚科クリニック

ローズ皮膚科クリニック

0297-70-6262

3020004

茨城県北茨城市磯原町豊田字鳥井戸420，
421，422

茨城県取手市台宿2-27-31 第2エステート寺
田101

茨城県取手市取手3-4-22 取手クリニックビ
ル3F-1

○

○

○

0811710821

医療法人社団 宗仁会

医療法人社団 宗仁会病院

0297-85-8341

3001546 茨城県取手市岡1467

○

0811710896

医療法人社団

村橋整形外科皮膚科医院

0297-83-6606

3001512 茨城県取手市藤代箕輪前733-2

○

0811711001

-

藤代中央クリニック

0297-82-5454

3001504 茨城県取手市萱場837-1

○

0811711076

医療法人 村田病院

村田内科クリニック

0297-83-4976

3001532 茨城県取手市谷中34-1

○

0811711100

高橋 綾子

高橋医院

0297-72-0421

3020023 茨城県取手市白山1-8-14

○

0811711118

医療法人社団 仁風会

医療法人社団仁風会堤医院

0297-72-1012

3020022 茨城県取手市本郷5-9-21

○

0811711159

医療法人 西秀会

さくら整形外科クリニック

0297-71-6280

3001525 茨城県取手市桜が丘1-2-1

○

0811711167

松丸 一彦

松丸内科クリニック

0297-70-2012

3020038 茨城県取手市下高井1969-14

○

0811711183

医療法人社団 康生会

飯泉内科クリニック

0297-83-8818

3001512 茨城県取手市藤代1121-2

○

0811711191

医療法人社団耕潤会

医療法人社団耕潤会ハートフルふじしろ病院

0297-83-7177

3001505 茨城県取手市下萱場225

○

0811711217

医療法人社団 香晟会

丸野医院

0297-74-4199

3020026 茨城県取手市稲853

○

0811810092

医療法人医新会

石塚医院

0297-35-1161

3060631 茨城県坂東市岩井4500-13

○

0811810233

岩本 康人

岩本内科医院

0297-35-1040

3060607 茨城県坂東市弓田846-2

○

0811810241

石川 宏志

石川眼科クリニック

0297-36-7711

3060631 茨城県坂東市岩井5078

○

0811810258

医療法人 楽生会

木根淵外科胃腸科病院

0297-35-3131

3060632 茨城県坂東市辺田1430-1

○

0811810266

木村クリニック

木村クリニック

0297-47-5027

3060631 茨城県坂東市岩井1600

○

0811810332

倉持医院

倉持医院

0297-30-3100

3060515 茨城県坂東市沓掛1508

○

0811810365

-

岩本医院

0297-44-2033

3060515 茨城県坂東市沓掛850-1

○

0811810373

医療法人社団 プラスワン

緑野クリニック

0297-30-3311

3060515 茨城県坂東市沓掛2526-1

○

0811910116

-

みどり野外科胃腸科

0298-73-6151

3001222 茨城県牛久市南4-39-2

○

0811910199

-

牛久皮膚科医院

0298-73-8781

3001221 茨城県牛久市牛久町280 エスカード牛久4F

○

0811910363

-

植松整形外科

0298-74-7878

3001222

茨城県牛久市南1-6-40 クリニックビル牛久
1F

○

0811910389

-

岡見第一医院

0298-72-5151

3001204 茨城県牛久市岡見町959-21

○

0811910454

医療法人社団 たつ巳会

医療法人社団たつ巳会 小倉胃腸科肛門科

0298-41-3000

3001295 茨城県牛久市東猯穴町1275-2

○

0811910470

医療法人社団 桜水会

医療法人社団 桜水会 柏田診療所

0298-30-7000

3001232 茨城県牛久市上柏田2-39-1

○

0811910496

医療法人 哲奈会

髙野耳鼻咽喉科クリニック

0298-70-5311

3001222 茨城県牛久市南2-22-7

○

0811910504

高野 信孝

髙野クリニック

029-874-2100

3001222 茨城県牛久市南1-3-35

○

0811910512

泉 憲治

いずみ内科医院

0298-30-8655

3001221 茨城県牛久市牛久町165-1

○

0811910538

中野 温

中野医院

029-873-8677

3001235 茨城県牛久市刈谷町3-96

○

0811910546

医療法人社団憩樹会

則武内科クリニック

029-871-7878

3001207

0811910561

芳賀 真司

ひたち野内科クリニック

029-872-0480

3001203 茨城県牛久市下根町773-5

○

0811910595

医療法人 星野皮フ科アレルギー科クリニック

星野皮フ科アレルギー科クリニック

029-871-3050

3001222 茨城県牛久市南1-6-40 クリニックビル牛久

○

0811910611

井上 由加利

井上内科クリニック

029-830-7555

3001233 茨城県牛久市栄町5-45-1

○

0811910652

医療法人社団 道華会

医療法人社団 道華会 犬童こどもクリニック

029-830-7262

3001232 茨城県牛久市上柏田4-54-10

○

0811910686

河村 智教

河村皮膚科

029-873-0123

3001211 茨城県牛久市柏田町3314-2

○

0812010171

-

筑波記念病院

0298-64-1212

3002622 茨城県つくば市要1187-299

○

0812010247

医療法人恵仁会

筑波中央病院

0298-67-1211

3004231 茨城県つくば市北条くば市大字北條5118

○

0812010304

医療法人社団桜水会

筑波病院

0298-55-0777

3050043 茨城県つくば市大角豆1761

○

0812010452

医療法人社団 柴原医院

柴原医院

0298-65-0511

3002617 茨城県つくば市吉沼1151

○

0812010668

-

池野医院

0298-38-2700

3050074 茨城県つくば市高野台2-16-8

○

0812011062

-

根本クリニック

0298-47-0550

3002651 茨城県つくば市鬼ケ窪ば市大字鬼ヶ窪1108

○

茨城県牛久市ひたち野東5-3-2ひたち野うし
く池田ビル1階

○

0812011278

木村 郁夫

木村クリニック

0298-69-1211

3004204 茨城県つくば市作谷1125

○

0812011401

-

飯村医院

0298-67-0068

3004231 茨城県つくば市北条4326-2

○

0812011419

-

ほりかわクリニック

0298-77-1002

3003257 茨城県つくば市筑穂2-11-1

○

0812011500

-

さとう成人病クリニック

0298-39-4141

3050834 茨城県つくば市手代木1936-9

○

0812011518

医療法人 長沢眼科

長沢眼科

0298-51-1116

3050832 茨城県つくば市西岡252

○

0812011526

医療法人 テーデーシー

川井クリニック

0298-54-1881

3050812 茨城県つくば市東平塚715-1

○

0812011559

医療法人 飯岡医院

医療法人飯岡医院

0298-57-7526

3050003 茨城県つくば市桜3-20-2

○

0812011567

医療法人社団 仁愛会つくば

仁愛内科医院

0298-55-4577

3050034 茨城県つくば市小野崎785-1

○

0812011575

高田真智子

高田眼科

0298-63-3711

3050821 茨城県つくば市春日3-18-1

○

0812011591

医療法人社団 広紫会

医療法人社団 広紫会 広瀬医院

0298-67-0127

3004231 茨城県つくば市北条85

○

0812011617

北條 一夫

北條医院

0298-64-0006

3003261 茨城県つくば市花畑3-28-8

○

0812011625

渋谷 進

渋谷クリニック

0298-63-5252

3050018 茨城県つくば市金田字前田２０２９－１

○

0812011666

医療法人 大見会

大見クリニック

0298-57-7373

3050021 茨城県つくば市古来320-5

○

0812011674

大穂皮膚科クリニック

大穂皮膚科クリニック

0298-64-1712

3003257 茨城県つくば市筑穂2-8-4

○

0812011682

医療法人社団つくば健仁会

医療法人つくば健仁会 とよさと病院

0298-47-2631

3002615 茨城県つくば市田倉4725

○

0812011716

前島 正基

前島レディースクリニック

0298-59-0726

3050035 茨城県つくば市松代4-10-12

○

0812011724

医療法人社団 双愛会

医療法人社団双愛会 つくば双愛病院

0298-73-2511

3001245 茨城県つくば市高崎1008

○

0812011732

楠瀬 夏彦

楠瀬医院

0298-76-2711

3001255 茨城県つくば市小茎509-1

○

0812011765

柴久喜 照一

ユーカリ医院

0298-74-1531

3001243 茨城県つくば市大井正円塚1622-3

○

0812011773

医療法人社団 筑三会

医療法人社団 筑三会 筑波胃腸病院

0298-74-3341

3001252 茨城県つくば市高見原1-2-39

○

0812011781

医療法人 恩澤会

自由ヶ丘医院

0298-76-0888

3001266 茨城県つくば市自由ケ丘165-19

○

0812011799

林野庁

林野庁共済組合筑波診療所

0298-73-3211

3050903 茨城県つくば市松の里1 林業試験場

○

0812011815

笠井 美彦

笠井整形外科医院

0298-73-5050

3001245 茨城県つくば市高崎2277-13

○

0812011823

医療法人社団 健正会

医療法人社団 健正会 茎崎アオイ病院

0298-71-7777

3001253 茨城県つくば市天宝喜714-1

○

0812011831

日比野 敏子

高崎クリニック

0298-73-3733

3001245 茨城県つくば市高崎772-12

○

0812011849

医療法人 博矢会

樫村内科消化器科クリニック

0298-63-0606

3050042 茨城県つくば市下広岡清水久保744-1

○

0812011856

医療法人 メディテックつくば

ひがし外科内科医院

0298-56-7070

3050046 茨城県つくば市東2-26-16

○

0812011864

太田 均

太田医院

029-838-5333

3050834 茨城県つくば市手代木字上谷原３０９－４

○

0812011872

医療法人 幸晴会

渡辺医院

029-851-0550

3050034 茨城県つくば市小野崎476

○

0812011898

廣瀬 敦

あつしクリニック

029-850-7878

3004251 茨城県つくば市田水山975

○

0812011914

医療法人社団 彩黎会

医療法人社団 彩黎会 ホームクリニックつく
ば

029-868-6611

3050061 茨城県つくば市稲荷前31-2-105

○

0812011948

住田 恵

ユークリニック

029-850-5530

3050024 茨城県つくば市倉掛1208-1

○

0812011963

手代木クリニック

手代木クリニック

029-839-4160

3050834 茨城県つくば市手代木1918-1

○

0812012003

高野 喬

岡田医院

029-857-2132

3050023 茨城県つくば市上ノ室1611

○

0812012029

医療法人 清水こどもクリニック

医療法人清水こどもクリニック

029-860-2525

3050046 茨城県つくば市東2-31-8

○

0812012037

菊池 博

菊池内科クリニック

029-839-5070

3050861 茨城県つくば市谷田部5915

○

0812012078

医療法人社団 筑波記念会

筑波総合クリニック

029-877-1221

3002622 茨城県つくば市要65番地

○

0812012086

小倉 正徳

小倉医院

029-866-0108

3004353 茨城県つくば市沼田181

○

0812012128

医療法人社団 雄好会

つくばシティア内科クリニック

029-856-5500

3050031

茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビ
ル4F

○

0812012136

角田 克博

つくばシティアビル皮フ科

029-856-5515

3050031

茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビ
ル3F

○

0812012144

吉田 透

つくばシティアビル整形外科

029-856-5050

3050031

茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビ
ル1F

○

0812012151

医療法人 博友会

医療法人博友会菊池内科クリニック

029-839-5070

3050861 茨城県つくば市谷田部5915

○

0812012169

医療法人 渋谷クリニック

医療法人渋谷クリニック

029-863-5252

3050018 茨城県つくば市金田字前田2029-1

○

0812012185

酒寄 秀一

さかより耳鼻咽喉科

029-879-1187

3003257 茨城県つくば市筑穂2-4-12

○

0812012201

-

耳鼻咽喉科もりたクリニック

029-839-0330

3050074 茨城県つくば市高野台3丁目12-1

○

0812012219

-

小池医院

029-836-0654

3050871 茨城県つくば市上萱丸44-1

○

0812012227

-

みなのクリニック内科呼吸器科

029-850-4159

3050814 茨城県つくば市西平塚字ハサマ３１８番地１

○

0812012235

-

うえの整形外科

029-846-3022

3050043 茨城県つくば市大角豆字山下９７４－１

○

0812012243

医療法人 健南会

花クリニック南大通り

029-863-3561

3050032 茨城県つくば市竹園2-18-2

○

0812012250

田村 和彦

田村医院

029-837-1806

3050854 茨城県つくば市上横場2290-6

○

0812012276

有馬 譲

フォレストクリニック

029-846-3775

3050033 茨城県つくば市東新井26-13-105

○

0812012284

医療法人 水清会つくば学園クリニック

医療法人水清会つくば学園クリニック

029-863-6990

3050033 茨城県つくば市東新井21-8

○

0812012292

医療法人 小塙医院

つくばARTクリニック

029-863-6111

3050032 茨城県つくば市竹園1-6-1

○

0812012300

医療法人社団 みなみつくば会

サンシャイン・クリニック

029-839-3333

3050861 茨城県つくば市谷田部6107-14

○

0812012318

-

つくばセンタークリニック

029-851-9001

3050032

0812012342

医療法人 豊順会

医療法人 豊順会 あおやぎ医院

029-857-1585

3050023 茨城県つくば市上ノ室887

○

0812012359

医療法人 サカヨリメディカルネットワーク

酒寄医院

029-866-0106

3004354 茨城県つくば市国松855-2

○

0812012367

廣瀬 廣

広瀬クリニック

029-866-0129

3004354 茨城県つくば市国松56-1

○

0812012375

石原 恒星

並木内科クリニック

029-869-6969

3050044 茨城県つくば市並木4-42-203

○

0812012383

池上 美智子

いけがみ皮膚科

029-869-8222

3050044

0812012391

医療法人社団 新岳会

医療法人社団 新岳会 研究学園クリニック

029-860-5355

3050817 茨城県つくば市研究学園D6街区4画地

○

0812012409

医療法人 八千代会

ストレスケアつくばクリニック

029-863-2888

3050032 茨城県つくば市竹園1-4-1

○

0812012417

医療法人社団 黎明ヒルトップクリニック

黎明ヒルトップクリニック

029-877-3130

3003251 茨城県つくば市佐1004

○

0812012425

医療法人社団 清虹会

なないろレディースクリニック

029-860-7716

3050054 茨城県つくば市西大沼637-6

○

0812110054

-

山崎クリニック

0292-63-3621

3111241 茨城県ひたちなか市赤坂12391

○

0812110104

-

中村医院

029-262-2326

3111212 茨城県ひたちなか市殿山町1-2-8

○

0812110179

-

株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院

029-272-5111

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-1

○

0812110492

-

中山病院

029-274-9955

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3-15-10

○

0812110500

-

曽野内科医院

029-273-5550

3120042 茨城県ひたちなか市東大島4-16-17

○

0812110526

医療法人

佐藤内科クリニック

029-285-2626

3120002 茨城県ひたちなか市高野2441-6

○

0812110567

-

アイビークリニック

029-274-1155

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町1-3-1

○

0812110682

北友会勝田病院

北友会勝田病院

029-273-0024

3120032 茨城県ひたちなか市津田1895

○

0812110773

医療法人 社団 克仁会

恵愛小林クリニック

029-263-0651

3111226 茨城県ひたちなか市幸町16-1

○

0812110856

医療法人 沼田内科クリニック

医療法人 沼田内科クリニック

029-276-1515

3120032 茨城県ひたちなか市津田2829-5

○

0812110880

-

ヒヨドリ医院

029-276-2262

3120045

0812110955

四方 光

四方医院

029-272-1246

3120048 茨城県ひたちなか市春日町12-2

○

0812111011

医療法人社団 源信会

市毛網野クリニック

029-354-0333

3120033 茨城県ひたちなか市市毛1152

○

0812111029

医療法人 薫光会

小松整形外科医院

029-275-4141

3120032 茨城県ひたちなか市津田3245-1

○

0812111037

遊座 文郎

遊座医院

029-262-2368

3111225 茨城県ひたちなか市釈迦町1-34

○

0812111045

医療法人社団 讃和会

勝田整形外科医院

029-274-5121

3120042 茨城県ひたちなか市東大島4-4-13

○

0812111052

医療法人社団 慈正会

原レディスクリニック

029-276-9577

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町2-11-10

○

0812111060

綾邉 健彦

あやべ内科医院

029-276-2800

3120041 茨城県ひたちなか市西大島2-12-1

○

茨城県つくば市竹園1-6-1つくば三井ビル4
階

茨城県つくば市並木4-42並木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
2階

茨城県ひたちなか市勝田中央7-20 勝田耳
鼻科ビル2F･4F

○

○

○

0812111102

松島利明

松島眼科医院

029-276-5565

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町2-18-18

○

0812111110

医療法人社団 恵明会

四方医院

029-272-2061

3120048 茨城県ひたちなか市春日町12-2

○

0812111128

医療法人 秀仁会

医療法人 秀仁会

029-271-1100

3120052 茨城県ひたちなか市東石川1581

○

0812111136

医療法人社団 ハート

ハートクリニック松本

029-270-0101

3120062 茨城県ひたちなか市高場1673-12

○

0812111144

三代 寧

三代内科クリニック

029-354-0348

3120017 茨城県ひたちなか市長堀町3-8-4

○

0812111193

医療法人 黒澤内科医院

黒澤内科医院

029-264-1700

3111229 茨城県ひたちなか市湊中央1-5783-1

○

0812111201

早川 清一郎

はやかわクリニック

029-274-1153

3120032 茨城県ひたちなか市津田1949-5

○

0812111219

医療法人社団 尚仁会

おいかわクリニック

029-272-3408

3120034 茨城県ひたちなか市堀口616-5

○

0812111227

ますおか内科クリニック

ますおか内科クリニック

029-354-0567

3120053 茨城県ひたちなか市外野1-35-17

○

0812111243

藤崎整形外科医院

藤崎整形外科医院

029-275-0777

3120003 茨城県ひたちなか市足崎1474-25

○

0812111250

鈴木 謙一

さわ西クリニック

029-354-3700

3120062 茨城県ひたちなか市高場224

○

0812111284

山木 万里郞

やまき内科クリニック

029-354-6680

3120032 茨城県ひたちなか市津田東2-7-8

○

0812111300

医療法人社団 奚疑堂

ながおこどもクリニック

029-285-9040

3120062 茨城県ひたちなか市高場1180-6

○

0812111318

-

マナ・クリニック

029-354-0707

3120011 茨城県ひたちなか市中根4811-1

○

0812111326

-

あすくレディスクリニック

029-270-2020

3120011 茨城県ひたちなか市中根3324-1

○

0812111334

齊藤 直史

斉藤内科

029-272-7200

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3444-7

○

0812111342

医療法人社団 雄々会

医療法人社団 雄々会 中村眼科医院

029-272-2925

3120045 茨城県ひたちなか市勝田中央7-19

○

0812111359

医療法人社団 功秀会

亀山医院

029-272-3778

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3283-2

○

0812111375

医療法人 関内科医院

医療法人 関内科医院

029-272-3675

3120023 茨城県ひたちなか市大平4-2-13

○

0812111383

医療法人 悌仁会

つちだ内科泌尿器科クリニック

029-353-3135

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3841-10

○

0812210011

財団法人

鹿島病院

0299-82-1271

3140012 茨城県鹿嶋市平井1129-2

○

0812210086

医療法人 正友会

島医院

0299-83-4011

3140031 茨城県鹿嶋市宮中5204-1

○

0812210110

-

前田病院

0299-83-1122

3140031 茨城県鹿嶋市宮中5201

○

0812210243

-

早川医院

0299-83-2525

3140031 茨城県鹿嶋市宮中8-11-14

○

0812210342

医療法人 鹿神会

大野診療所

0299-69-4724

3112215 茨城県鹿嶋市和824-1

○

0812210359

医療法人仁厚会

医療法人仁厚会まつおかクリニック

0299-82-1500

3140038 茨城県鹿嶋市城山4-3-37

○

0812210367

大久保敏男

大久保眼科

0299-85-0777

3140000 茨城県鹿嶋市厨2－9－12

○

0812210375

医療法人 社団 英正会

医療法人社団 英正会 鹿嶋眼科クリニック

0299-83-7445

3140034 茨城県鹿嶋市鉢形中山1526-3

○

0812210383

松田 かおり

さくらクリニック

0299-90-7722

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台2346-38

○

0812210391

医療法人社団 善仁会

医療法人社団 善仁会 小山記念病院

0299-85-1111

3140000 茨城県鹿嶋市厨5－1－2

○

0812210417

医療法人社団 善仁会

医療法人社団 善仁会 須賀クリニック

0299-90-3661

3140047 茨城県鹿嶋市須賀1346-1

○

0812210425

医療法人社団 澄隆会

井上眼科医院

0299-83-1608

3140031 茨城県鹿嶋市宮中8-9-30

○

0812210433

鹿嶋市

鹿嶋市夜間小児救急診療所

0299-82-6218

3140031

0812210441

とみかみクリニック

とみかみクリニック

0299-84-1192

3140031 茨城県鹿嶋市宮中297-3

○

0812210482

松永 剛

松永皮フ科クリニック

0199-77-7787

3140031 茨城県鹿嶋市宮中4526-10

○

0812210508

医療法人 松優会

松倉中央クリニック

0299-90-9222

3112215 茨城県鹿嶋市和786-16

○

0812310100

貞広 和則

延方クリニック

0299-66-1873

3112412 茨城県潮来市宮前1-11-8

○

0812310142

医療法人社団 福寿会

医療法人社団 福寿会 飯島内科

0299-66-0280

3112423 茨城県潮来市日の出8-13-2

○

0812310159

医療法人社団 英正会

潮来眼科クリニック

0299-80-1061

3112424 茨城県潮来市潮来前6065

○

0812310167

大久保 喜彦

大久保診療所

0299-62-2506

3112424 茨城県潮来市潮来143-2

○

0812310175

医療法人社団 英正会

医療法人社団英正会潮来眼科クリニック

0299-80-3322

3112437 茨城県潮来市永山777

○

茨城県鹿嶋市宮中1998-2 鹿嶋市保健セン
ター内

○

0812310183

荒張 喜好

牛堀整形外科

0299-64-2888

3112437 茨城県潮来市永山777

○

0812410025

社会医療法人社団 光仁会

社会医療法人社団 光仁会 総合守谷第一病
院

0297-45-5111

3020102 茨城県守谷市松前台1-17

○

0812410058

竹内 章

竹内医院

0297-48-6077

3020121 茨城県守谷市みずき野5-11-1

○

0812410132

医療法人慶友会

守谷慶友病院

0297-45-3311

3020118 茨城県守谷市立沢980-1

○

0812410207

宮本 佳明

守谷耳鼻咽喉科クリニック

0297-47-1133

3020118 茨城県守谷市立沢235-8

○

0812410215

医療法人 厚守会

医療法人 厚守会 立沢クリニック

0297-45-7798

3020118 茨城県守谷市立沢140-8

○

0812410249

藤澤 裕志

新守谷皮膚科クリニック

0297-20-0024

3020118 茨城県守谷市立沢142-16

○

0812410256

川島 宣義

川島クリニック

1

3020128 茨城県守谷市けやき台6-16-14

○

0812410280

白木 正紀

メイヨークリニック

0297-45-8115

3020128 茨城県守谷市けやき台3-12-3

○

0812410314

-

医療法人社団弘明会さとう内科・脳神経外科ク
リニック

0297-21-1710

3020117 茨城県守谷市野木崎521-1

○

0812410355

医療法人 至心会

医療法人 至心会 よしみ内科胃腸科医院

0297-48-4891

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘2-2694-41

○

0812410363

柴田 佐和子

しばたキッズクリニック

0297-21-0811

3020118 茨城県守谷市立沢235-7

○

0812410389

医療法人社団 健栄会

医療法人社団健栄会 守谷駅前クリニック

0297-47-0003

3020115 茨城県守谷市守谷甲2545-100斎藤ビル5F

○

0812410405

塩澤 史隆

カリオクリニック

0297-48-8448

3020102 茨城県守谷市松前台1-1-6

○

0812410413

医療法人 慶友会

医療法人 慶友会 ひがしクリニック慶友

0297-48-6001

3020108 茨城県守谷市松並1630-1

○

0812510022

-

井上医院

0295-55-3131

3114503 茨城県常陸大宮市野口1582-3

○

0812510063

医療法人 博仁会

志村大宮病院

0295-53-1111

3192215 茨城県常陸大宮市上町313

○

0812510139

医療法人社団 國友会

小泉医院

02955-2-0116

3192215 茨城県常陸大宮市上町909-1

○

0812510147

医療法人 芳栄会

大曽根内科小児科

02955-2-0302

3192215 茨城県常陸大宮市上町1345

○

0812510154

医療法人一貫堂会

一貫堂クリニック

0295-54-7777

3192215 茨城県常陸大宮市下町3993

○

0812510162

医療法人 高村外科医院

高村外科医院

0295-57-2031

3193111 茨城県常陸大宮市山方1117-1

○

0812510253

社会福祉法人恩賜財団 済生会支部茨城県済生
常陸大宮済生会病院
会

0295-52-5151

3192256 茨城県常陸大宮市田子内町3033-3

○

0812610046

-

塙 内科・消化器科

029-295-2110

3110111 茨城県那珂市後台3238-1

○

0812610053

医療法人 貞心会

西山堂慶和病院

029-295-5121

3110133 茨城県那珂市鴻巣3247-1

○

0812610087

-

小野瀬医院

029-295-2221

3110111 茨城県那珂市後台1829-5

○

0812610152

医療法人健清会

那珂クリニック

029-295-9800

3110113 茨城県那珂市中台719-1

○

0812610160

医療法人 正宏会

はなわ内科クリニック

029-298-2526

3110107 茨城県那珂市額田南郷34-3

○

0812610178

医療法人 テンダーメディカル

かぼちゃクリニック

029-352-1107

3110103 茨城県那珂市横堀1291-29

○

0812610194

岡田 一乗

岡田クリニック

029-270-8188

3110111 茨城県那珂市後台3127-7

○

0812610210

胡居 郁朗

えびすいクリニック

029-295-8881

3110105 茨城県那珂市菅谷2773 33BL1-2

○

0812610228

佐川 曜子

さがわ皮膚科

029-353-1241

3110105 茨城県那珂市菅谷663-136

○

0812610236

医療法人 健清会

那珂記念クリニック

029-353-2800

3110113 茨城県那珂市中台745-5

○

0812610269

-

ルリア記念クリニック

029-296-3333

3192103 茨城県那珂市中里641-1

○

0812610285

医療法人 香風会

岩上記念病院

029-296-2066

3192105 茨城県那珂市古徳538-2

○

0812610293

医療法人社団 貫之会

木村医院

029-296-1165

3192102 茨城県那珂市瓜連1101

○

0812610319

河野 史尊

河野胃腸科外科

029-295-5386

3110100 茨城県那珂市竹ノ内3-10-5

○

0812610327

医療法人えびすいクリニック

医療法人えびすいクリニック

029-295-8881

3110105 茨城県那珂市菅谷2773

○

0812610335

医療法人 香風会

瓜連慶友整形外科

029-296-1116

3192105 茨城県那珂市古徳2185-1

○

0812610343

鵜殿 徹男

うどの眼科

029-352-0777

3110105 茨城県那珂市菅谷2991-1

○

0812610350

医療法人社団 緑翠会 理事長 寺門 正寿

瓜連中央医院

029-296-0271

3192102 茨城県那珂市瓜連1647

○

0812610368

中村 欣久

なかむらクリニック

029-353-2310

3110134 茨城県那珂市飯田2822-1

○

0812710069

鈴木 孝之

江戸崎眼科

0298-92-0262

3000508 茨城県稲敷市佐倉3254-1

○

0812710077

医療法人社団 仁誠会

佐倉クリニック

0298-92-7011

3000508 茨城県稲敷市佐倉3251-7

○

0812710135

医療法人社団広文会

江戸崎病院

0298-94-2611

3000621 茨城県稲敷市阿波1299

○

0812710143

医療法人 青葉会

ゆはらクリニック

0298-94-2002

3000638 茨城県稲敷市古渡３９－１

○

0812710192

医療法人 いなしきクリニック

医療法人 いなしきクリニック

029-892-3372

3000522 茨城県稲敷市蒲ケ山79-1

○

0812810133

川俣 圭子

川俣医院

0299-22-3075

3150075 茨城県かすみがうら市中志筑１３２９

○

0812810141

伊東 善哉

伊東クリニック

0299-59-1187

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉2633-172

○

0812910099

-

牧医院

0299-92-7200

3140143 茨城県神栖市神栖１－１７－２０

○

0812910115

-

野口医院

0299-96-7373

3140115 茨城県神栖市知手98-41

○

0812910172

医療法人社団土合会

セントラルクリニック

0299-91-1188

3140144 茨城県神栖市大野原４－７－１１

○

0812910180

坂本 勉

坂本医院

0299-92-0700

3140146 茨城県神栖市平泉２７６９

○

0812910198

医療法人社団 澄隆会

かみす眼科

0299-91-1455

3140143 茨城県神栖市神栖１－６４－３３６

○

0812910214

城之内 宏至

城之内医院

0299-92-1261

3140132 茨城県神栖市筒井1518-8

○

0812910230

労働福祉事業団

鹿島労災病院

0479-48-4111

3140343 茨城県神栖市土合本町1-9108-2

○

0812910248

-

医療法人社団土合会 渡辺病院

0479-48-2121

3140343 茨城県神栖市土合本町２－９８０９－２０

○

0812910255

-

中島医院

0479-46-0040

3140253 茨城県神栖市須田2158

○

0812910321

医療法人 永木外科胃腸科医院

医療法人 永木外科胃腸科医院

0479-48-0211

3140341 茨城県神栖市矢田部２９５９－１

○

0812910347

医療法人社団 三位会

人見医院

0299-96-0020

3140123 茨城県神栖市芝崎332

○

0812910354

社会福祉法人恩賜財団済生会 支部茨城県済生
済生会波崎診療所
会会長 橋本 昌

0479-44-0253

3140408 茨城県神栖市波崎8968

○

0813010055

朝倉秀樹

朝倉診療所

0299-72-0036

3113832 茨城県行方市麻生１１１０

○

0813010063

医療法人社団 聖勇会

麻生クリニック

0299-80-8005

3113803 茨城県行方市井貝353-24

○

0813010105

-

塙医院

0299-55-4100

3113512 茨城県行方市玉造甲5985

○

0813010121

医療法人社団 鵠生会

医療法人社団鵠生会 曽内科クリニック

0299-36-2611

3113512 茨城県行方市玉造甲５１０－３

○

0813010139

医療法人 根本皮膚科医院

根本皮膚科医院

0299-55-2450

3113512 茨城県行方市玉造甲414-3

○

0813010147

羽生 一朗

つばさクリニック

0299-72-2830

3113835 茨城県行方市島並1511

○

0813110012

医療法人 渡辺会

大洗海岸病院

029-267-2191

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町915

○

0813110020

財団法人 報恩会

石崎病院

029-293-7155

3113122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎4698

○

0813110079

-

佐藤医院

029-288-2131

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1314

○

0813110103

-

堀越病院

029-292-3361

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3317-22

○

0813110327

-

加藤内科

029-267-5599

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1097

○

0813110384

-

中根医院

029-266-2010

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8185

○

0813110673

-

広沢クリニック

029-288-7651

3114313 茨城県東茨城郡城里町上入野滝ノ上2427-1

○

0813110681

-

医療法人 篠原医院

029-266-2046

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1333

○

0813110699

医療法人社団 大清会

いしつか診療所

029-288-5655

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚５５８ー１

○

0813110731

医療法人 誠潤会

城北病院分院

029-288-7221

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1223-1

○

0813110764

医療法人 さかた医院

さかた医院

029-267-6921

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3451-1

○

0813110772

医療法人 広沢クリニック

広沢クリニック

029-288-7651

3114313 茨城県東茨城郡城里町上入野２４２７－１

○

0813110798

中山 安彦

ひたち野病院

029-257-0015

3190323 茨城県水戸市鯉淵町４８８８－４

○

0813110806

医療法人 堀越医院

堀越医院

029-292-3361

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡３３１７

○

0813110814

谷口 恭亮

谷口内科医院

029-293-7531

3113122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎４２３０－２

○

0813110822

医療法人 渡辺会

大洗海岸コアクリニック

029-264-5700

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町903-1

○

0813110863

井出 誠

井出整形外科・内科クリニック

029-219-2556

3113131 茨城県東茨城郡茨城町小堤１１４３－１

○

0813110871

医療法人社団 いばらき会

いばらき診療所こづる

029-291-0055

3113107 茨城県東茨城郡茨城町小鶴１２７－１

○

0813110897

医療法人 清水医院 理事長 清水 哲

清水医院

029-267-6116

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町126

○

0813111010

城里町

城里町国民健康保険七会診療所

0296-88-2012

3114402 茨城県東茨城郡城里町小勝516

○

0813111036

医療法人 井出整形外科内科クリニック

医療法人井出整形外科内科クリニック

029-219-2556

3113131 茨城県東茨城郡茨城町小堤1144-1

○

0813111077

医療法人宇佐神クリニック 理事長 宇佐神 正海 医療法人宇佐神クリニック

029-219-0033

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3652-306

○

0813111085

調 徳也

しらべクリニック

029-240-9800

3114323 茨城県東茨城郡城里町上圷886-1

○

0813310646

-

東海クリニック

029-283-1711

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川水神堂944

○

0813310703

-

皮膚科 東原クリニック

029-283-2301

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川水神堂944 1Ｆ

○

0813310794

医療法人社団 いばらき会

いばらき診療所とうかい

029-283-4110

3191102 茨城県那珂郡東海村石神内宿１７２４－１

○

0813311032

医療法人 アルカディア･イースト

植村整形外科クリニック

029-270-5117

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川689-7

○

0813311040

医療法人 靖裕会

東原クリニック

029-283-2301

3191106 茨城県那珂郡東海村白方1707-1

○

0813311065

独立行政法人 日本原子力研究開発機構

独立行政法人日本原子力研究開発機構荒谷
台診療所

029-282-5700

3191112 茨城県那珂郡東海村村松1111-1

○

0813311073

医療法人社団 緑整会

医療法人社団緑整会石井整形外科クリニック

029-270-5141

3191117

0813311081

茨城県東海村 東海村長 村上達也

村立東海病院

029-282-2188

3191112 茨城県那珂郡東海村村松２０８１番地２

○

0813311115

武藤 文男

武藤小児クリニック

029-282-7722

3191102 茨城県那珂郡東海村石神内宿2245-10

○

0813410149

医療法人 久仁会

久保田病院

0295-72-0023

3193526 茨城県久慈郡大子町大子799

○

0813410271

-

慈泉堂病院

0295-72-1550

3193526 茨城県久慈郡大子町大子856-1

○

0813410347

小林郷次郎

樋口医院

02957-2-0034

3193526 茨城県久慈郡大子町大子７０５

○

0813410370

医療法人保内郷厚生会 理事長 櫻山 拓雄

医療法人保内郷厚生会保内郷メディカルクリ
ニック

0295-72-0179

3193526 茨城県久慈郡大子町大子824

○

0813810249

-

竹尾内科医院

0297-86-2436

3001403 茨城県稲敷郡河内町金江津4747

○

0813810744

医療法人社団 仁誠会

川村 医院

0298-87-3511

3000306 茨城県稲敷郡阿見町曙１７８

○

0813810876

森脇 正之

森脇整形外科

029-843-7888

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷２３３７－８

○

0813810884

医療法人 恵泉会

医療法人恵泉会おおさわ眼科

029-843-7272

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-2-3

○

0813811007

医療法人社団 仁誠会

阿見第一クリニック

029-887-3511

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見３０２０－１

○

0813811023

医療法人社団 仁誠会

江島記念眼科歯科口腔外科クリニック

029-887-0271

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見3037-1

○

0813811049

医療法人社団 香尽会

宮崎こどもクリニック

029-891-3000

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎1-29-11

○

0813811056

医療法人 康佑会

医療法人 康佑会 さかえ医院

029-888-2662

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央4-8-24

○

0814210274

医療法人八千代会

八千代病院

0296-48-1181

3003551 茨城県結城郡八千代町栗山２３８

○

0814210308

茨城西南医療センター病院附属八千代診療所

茨城西南医療センター病院附属八千代診療所

0296-48-2001

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1170-1

○

0814210324

佐々木 浩之

佐々木整形外科

0296-30-2424

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1065-2

○

0814310066

茨城県厚生農業協同組合連合会

茨城西南医療センター病院

0280-87-8111

3060433 茨城県猿島郡境町2190

○

0814310173

医療法人 静和会

池田医院

0280-87-0171

3060433 茨城県猿島郡境町2173

○

0814310330

-

小島医院

0280-87-8711

3060417 茨城県猿島郡境町若林421

○

0814310439

-

馬場医院

0280-84-3721

3060313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7264

○

0814310637

-

境クリニック

0280-87-6500

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸287-1

○

0814310660

村田 靖

村田医院

0280-87-0066

3060400 茨城県猿島郡境町４５２－１

○

0814310678

医療法人 佳和会

芝田クリニック

0280-84-3881

3060302 茨城県猿島郡五霞町山王３６８－１

○

0814310769

沼尻 浩二

ぬまじり医院

0280-81-3360

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸２４７

○

0814310819

医療法人 沼尻医院

ぬまじり医院

0280-81-3360

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸247

○

0814310827

医療法人社団 総秋会

医療法人社団 総秋会 優心会クリニック

0280-81-1617

3060433 茨城県猿島郡境町193

○

茨城県那珂郡東海村東海3-2-11 ティービ
ル1階

○

0814410114

-

小沢クリニック

0297-68-6466

3001636 茨城県北相馬郡利根町羽根野941-2

○

0814410361

-

鈴木内科医院

0297-68-3100

3001631 茨城県北相馬郡利根町早尾890-1

○

0817110018

医療法人 鴻仁会

上の原病院

0296-75-3128

3091226 茨城県桜川市上野原地新田１５９－２

○

0817110026

県西総合病院組合

県西総合病院

0296-75-3171

3091223 茨城県桜川市鍬田604

○

0817110083

-

袖山医院本院

0296-75-2019

3091213 茨城県桜川市西桜川1-43

○

0817110091

-

平島医院

0296-75-2510

3091211 茨城県桜川市岩瀬198

○

0817110133

-

内科宮本医院

0296-55-0101

3004407 茨城県桜川市真壁町古城229-1

○

0817110182

-

つくし野クリニック

0296-20-7755

3004414 茨城県桜川市真壁町椎尾2022

○

0817110190

医療法人 シリウス

なかはら整形外科医院

0296-23-9955

3004417 茨城県桜川市真壁町飯塚４９６－１

○

0817110208

医療法人 次恵会 田崎内科医院

田崎内科医院

0296-55-2511

3004411 茨城県桜川市真壁町田268-6

○

0817110257

仁保 文平

仁保内科医院

0296-23-8088

3004408 茨城県桜川市真壁町真壁425

○

0817110265

医療法人同愛会 理事長 延島 茂人

医療法人同愛会延島クリニック

0296-58-5058

3091233 茨城県桜川市東飯田658

○

0817110273

医療法人 聡帆会

阿部田医院

0296-55-0305

3004422 茨城県桜川市真壁町亀熊123-1

○

0817210016

-

樅山診療所

0291-37-0045

3111426 茨城県鉾田市樅山576-27

○

0817210040

-

舟木クリニック

0291-36-5288

3111501 茨城県鉾田市舟木土井林179-3

○

0817210099

医療法人 幸樹会

鬼沢医院

0291-33-2555

3111517 茨城県鉾田市鉾田2116

○

0817210149

医療法人 攻理会

北浦整形外科

0291-33-2136

3111517 茨城県鉾田市鉾田１６１９－３

○

0817210164

-

たきもとクリニック

0291-39-5550

3112103 茨城県鉾田市汲上3128

○

0817210172

医療法人 真成会

札クリニック

0291-34-5555

3112116 茨城県鉾田市札６２２－２

○

0817310030

-

緑クリニック医院

0297-58-5222

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田2215-4

○

0817310055

-

医療法人社団 谷井田医院

0297-57-0500

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田1071

○

0817310063

-

伊奈クリニック

2

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2243-1

○

0817310113

磯部 剛志

みらい平こどもクリニック

0297-47-2255

3002359

0817310121

医療法人 ふなやま会

医療法人 ふなやま会 ふなやま内科クリニッ
ク

0297-25-3111

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台2-10-1

○

0817410012

医療法人社団 白帆会 小川南病院

小川南病院

0299-58-1131

3113423 茨城県小美玉市小川733

○

0817410020

-

松本医院

2

3113423 茨城県小美玉市小川1330-4

○

0817410079

-

木村医院

0299-46-0016

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2556-2

○

0817410087

-

木村医院

0299-47-0010

3190113 茨城県小美玉市竹原2097

○

0817410103

-

羽鳥医院

2

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2732-8

○

0817410111

医療法人社団 正信会

美野里病院

0299-48-2118

3190102 茨城県小美玉市西郷地1462

○

0817410129

-

けやきクリニック

2

3190133 茨城県小美玉市張星503-3

○

0817410137

-

希望ヶ丘ひきクリニック

2

3190116 茨城県小美玉市中台843-10

○

0817410145

-

寺山皮膚科・形成外科

2

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2716-27

○

0817410152

-

医療法人 聖和会 つくば病院

0299-26-1271

3113433 茨城県小美玉市高崎2032-6

○

0817410160

-

小塙医院

0299-58-3185

3113435 茨城県小美玉市田木谷169-3

○

0817410186

-

石岡循環器科脳神経外科病院

0299-58-5211

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1768-29

○

0817410194

-

大津内科クリニック

2

3113435 茨城県小美玉市田木谷935-107

○

0817410210

-

やまぐち医院

2

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1747-10

○

0817410228

-

小美玉市国民健康保険白河診療所

0299-53-0014

3113404 茨城県小美玉市飯前589-3

○

0817410244

緑川 剛

緑川整形外科医院

0299-28-7002

3190121 茨城県小美玉市羽刈６２８－２

○

0830132304

加部東 正善

かぶとう歯科医院

029-244-6480

3180014 茨城県高萩市東本町2-46-4

○

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1 672街区10
画地

○

0830132353

松尾 裕之

松尾歯科医院

029-246-0648

3100836 茨城県水戸市元吉田町1630-4

○

0830132932

海老根 学

笠原中央歯科医院

029-305-6480

3100852 茨城県水戸市笠原町５６５－５

○

0830132965

高山 正熙

たかやま歯科医院

029-231-0934

3100004 茨城県水戸市青柳町４７５９－２

○

0830132981

宮田宗広

中央ビル歯科医院

029-302-5217

3100026 茨城県水戸市泉町２－３－２中央ビル７階

○

0830133013

上野 卓也

上野医院歯科内科

029-253-1351

3114146 茨城県水戸市中丸町267

○

0830133039

田崎 滋子

ヴィーナス歯科クリニック

029-240-0648

3111134 茨城県水戸市百合が丘町８１４－１

○

0830133047

医療法人 のぐち歯科医院

のぐち歯科医院

029-226-5666

3100803 茨城県水戸市城南２丁目５－４５

○

0830133054

泉 俊郎

泉歯科矯正歯科医院

029-254-8035

3100903 茨城県水戸市堀町1108-1

○

0830133070

尾山 正洋

尾山歯科医院

029-241-6730

3100851 茨城県水戸市千波町２２７０－３

○

0830133088

浅田 正裕

浅田歯科医院

029-254-5525

3114152 茨城県水戸市河和田１－１５１３－３２

○

0830133120

洞上 正人

ハーモニーデンタルクリニック

029-232-3737

3100026

0830133146

大津 亮

ほうとく歯科

029-309-5656

3114153 茨城県水戸市河和田町４４０５－１１８

○

0830133153

愛和歯科医院

愛和歯科医院

029-305-1115

3100852 茨城県水戸市笠原町1029-2

○

0830133179

小澤 永久

小澤歯科医院

029-251-6424

3100912 茨城県水戸市見川5-125-10

○

0830133229

高宮 哲二

高宮歯科医院

029-259-6405

3190315 茨城県水戸市内原町1531

○

0830133260

中庭 敏博

モダンデンタル中庭歯科医院

029-254-1630

3114152 茨城県水戸市河和田2-1-7

○

0830133286

医療法人 クラーク会

おかざき矯正歯科クリニック

029-300-4187

3100021 茨城県水戸市南町3-2-44

○

0830133302

鈴木 智大

すずき歯科クリニック

029-246-4618

3100845 茨城県水戸市吉沢町２７１－３

○

0830133351

医療法人 良裕会

上田歯科クリニック

029-252-1166

3100044 茨城県水戸市西原1-15-21

○

0830133369

河原 聖直

河原歯科医院

029-225-8302

3100011

0830133377

医療法人 ひかり歯科

医療法人 ひかり歯科

029-255-6480

3114153 茨城県水戸市河和田町185-5

○

0830133385

医療法人 三真会

原田歯科クリニック

029-259-2014

3190315 茨城県水戸市内原町844-1

○

0830133393

医療法人 英徳会

ファーストデンタルクリニック

029-222-3688

3100015 茨城県水戸市宮町1-1-1水戸駅ビル6F

○

0830231544

北見 修一

北見歯科クリニック

0294-21-5509

3170073 茨城県日立市幸町２－１０－１

○

0830231569

西田 篤郎

平和歯科クリニック

0294-23-2311

3170062

0830231577

佐藤 慶尚

サトウ歯科クリニック

0294-27-6020

3170071 茨城県日立市鹿島町２－９－１３

○

0830231585

山本 雅則

多賀歯科医院

0294-37-5521

3160014 茨城県日立市東金沢町５－２５－８

○

0830231593

医療法人社団 運上会

医療法人社団 運上会 比佐デンタルクリニッ
ク

0294-52-2282

3191223 茨城県日立市みなと町８－１

○

0830231601

アン歯科クリニック

アン歯科クリニック

0294-53-1577

3191224 茨城県日立市南高野町3-9-8

○

0830231627

宮井歯科医院

宮井歯科医院

0294-42-4439

3191414 茨城県日立市日高町1-6-2

○

0830231668

庄司 公紀

庄司歯科

0294-54-3993

3191222 茨城県日立市久慈町2-9-22

○

0830231676

岩波 正浩

まさひろ歯科

0294-21-2311

3170073 茨城県日立市幸町1-7-7

○

0830231692

後藤 勉

後藤歯科医院

0294-24-4844

3170071 茨城県日立市鹿島町2-5-10

○

0830231718

塙 美智子

歯科塙医院

0294-53-1577

3170055 茨城県日立市宮田町1-2-11

○

0830331609

伊藤 寿

伊藤歯科医院

0298-34-2440

3000844 茨城県土浦市乙戸９２１－１

○

0830331625

福島 隆史

福島歯科医院

0298-23-2248

3000813 茨城県土浦市富士崎1-12-6

○

0830331633

小竹 進

みなと歯科クリニック

0298-35-3480

3000034

0830331658

柴沼 博之

柴沼歯科

0298-26-7119

3000803 茨城県土浦市佐野子１２２０－１

○

0830331666

北井 克尚

ひまわり歯科医院

0298-31-9983

3000013 茨城県土浦市神立町６４２－９

○

0830331674

金子 夕起子

六本堂歯科

0298-42-8183

3001171 茨城県土浦市荒川沖東２－４－１

○

0830331682

鶴町 仁

鶴町歯科クリニック

0298-41-0070

3001174 茨城県土浦市荒川沖西２－１２－１

○

茨城県水戸市泉町１－２－２５ ベルク泉町１
階

茨城県水戸市三の丸1-3-10三の丸ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ
1F

茨城県日立市平和町１－１８－１５ 日立ビル
１F

茨城県土浦市港町１－４－１９ ワコー第２ビ
ル３Ｆ

○

○

○

○

0830331708

田中 一朋

田中歯科医院

029-821-3426

3000033 茨城県土浦市川口１－１０－１７

○

0830331716

あおき歯科医院

あおき歯科医院

029-821-0321

3000051 茨城県土浦市真鍋5-17-7

○

0830331740

櫻井 勝

さくらい歯科医院

029-824-2005

3000027 茨城県土浦市木田余東台3-9-30

○

0830331757

大窪 久光

ひさみつ歯科医院

029-841-0077

3001171 茨城県土浦市荒川沖東2-6-11

○

0830331831

永井 達之

ながい歯科クリニック

029-846-1122

3000038 茨城県土浦市大町4-13

○

0830331856

加茂 良理

加茂歯科医院

029-824-5117

3000817 茨城県土浦市永国879-6

○

0830331880

医療法人 ナカジマ矯正歯科クリニック

ナカジマ矯正歯科クリニック

029-823-8818

3000034 茨城県土浦市港町2-1-13

○

0830331898

野木 隆久

のぎ歯科

029-843-8846

3000843 茨城県土浦市中村南1-1-16

○

0830331922

医療法人社団 康寧会

医療法人社団康寧会 すこやか歯科

029-835-6110

3000815 茨城県土浦市中高津1-10-34

○

0830430708

寬友会歯科クリニック

寬友会歯科クリニック

0280-31-3177

3060023 茨城県古河市本町1-2-1

○

0830430716

医療法人 茨城愛心会

古河病院

0280-47-1010

3060041 茨城県古河市鴻巣1555

○

0830431029

盧 東錫

あいび歯科医院

0280-75-2188

3060126 茨城県古河市諸川855-3

○

0830431037

医療法人 学真会

鈴木歯科医院

0280-76-2331

3060126 茨城県古河市諸川2522-31

○

0830431078

岩田 一成

ネーブル歯科クリニック

0280-93-0298

3060226 茨城県古河市女沼714-5

○

0830431086

八木原 敦史

ファミリー歯科医院

0280-76-1446

3060101 茨城県古河市尾崎5372番地

○

0830431102

医療法人 亮美会 理事長 緒方 順治

医療法人亮美会緒方歯科医院

0280-32-8550

3060021 茨城県古河市松並1-22-10

○

0830431110

池田 大造

アップル歯科クリニック

0280-31-6480

3060021 茨城県古河市松並2-18-10 ﾏｰｹｯﾄｼﾃｨ古河

○

0830530606

掛札 寿一

掛札歯科医院

0299-28-0270

3150035 茨城県石岡市南台３－３４－２０

○

0830530689

医療法人 元気会

滝田内科歯科クリニック

0299-43-0019

3150116 茨城県石岡市柿岡１９７４

○

0830530697

足立 宗行

あだち歯科医院

0299-36-4182

3150164 茨城県石岡市小屋６６－１

○

0830530713

医療法人心和会 長谷川歯科医院

医療法人心和会長谷川歯科医院

0299-59-6161

3150048 茨城県石岡市三村2604-5

○

0830530721

平井 豊

平井歯科医院

0299-22-2473

3150014 茨城県石岡市国府3-2-19

○

0830530739

福田 真之

福田歯科医院

0299-26-3257

3150045 茨城県石岡市高浜825-15

○

0830530747

小松崎 豊

小松崎歯科医院

0299-22-3282

3150013 茨城県石岡市府中1-10-21

○

0830630687

-

永盛歯科医院

0296-24-5581

3080005 茨城県筑西市中舘16

○

0830630778

医療法人社団 康新会

医療法人社団康新会 武内歯科

0296-25-2032

3080826 茨城県筑西市下岡崎１６２番地

○

0830630786

鈴木 英男

下館歯科医院

0296-25-0181

3080841 茨城県筑西市二木成１３５８ みずじビル１Ｆ

○

0830630794

鈴木 清史

きらら歯科医院

0296-26-8811

3080847 茨城県筑西市玉戸１０６５－１

○

0830631057

医療法人 安真会

いいだ歯科医院

0296-37-8222

3080112 茨城県筑西市藤ケ谷1658-23

○

0830631065

医療法人 山口歯科クリニック

医療法人山口歯科クリニック

0296-23-3663

3080837 茨城県筑西市嘉家佐和1924-1

○

0830631099

-

医療法人恵潤会つるみ歯科医院

0296-52-6482

3004517 茨城県筑西市海老ケ島７２６番地３

○

0830631107

医療法人 梨栄会

医療法人梨栄会 梨の木デンタルクリニック

0296-20-3651

3080127 茨城県筑西市関本下１９４３番地１

○

0830631115

池内 誠

いけうちデンタルクリニック

0296-20-1551

3080803 茨城県筑西市直井1039-1

○

0830631123

今井 厚子

いまい歯科

0296-25-7566

3080031 茨城県筑西市丙205-2 レジデンスミマス2B

○

0830730446

大木博之

結城デンタルクリニック

0296-20-8249

3070001 茨城県結城市結城健田１２７３４－１

○

0830730453

渡邊 伸哉

わたなべ歯科医院

0296-34-8811

3070006 茨城県結城市五助２４２７

○

0830730461

奥澤 拓也

おくざわ歯科

0296-32-2656

3070001 茨城県結城市結城9858-19

○

0830830592

-

あだち歯科医院

0297-64-7888

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後横町3589-1

○

0830830683

塩谷 公貴

ノエル歯科医院

0297-64-9353

3010837 茨城県龍ケ崎市根町３６３５ 小形ビル２Ｆ

○

0830830709

檜垣 壮一郎

中根台歯科クリニック

0297-60-8333

3010002 茨城県龍ケ崎市中根台２－１３－３０

○

0830830717

牧 浩寿

牧歯科医院

0297-63-0118

3010853 茨城県龍ケ崎市松ケ丘4-2-14

○

0830830725

櫻井 英人

ふたば歯科クリニック

0297-60-8218

3010043 茨城県龍ケ崎市松葉１－２－１

○

0830830733

中込 竜生

りゅうがおか歯科医院

0297-63-0500

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘４－５－１２

○

0830830741

河合 竜志

けやき歯科クリニック

0297-60-8228

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町沖餅１７４１－６

○

0830830758

医療法人社団 弘快会

小野瀬歯科医院

0297-62-0130

3010012 茨城県龍ケ崎市上町４２４８－１

○

0830830766

飯田 真由美

飯田矯正歯科クリニック

0297-66-7301

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町２５５８

○

0830830790

片岡 愛

片岡歯科医院

0297-66-1144

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町1001-7

○

0830830808

-

大澤歯科医院

0297-65-1313

3010002 茨城県龍ケ崎市中根台４－１－２４

○

0830830816

-

さとる歯科

0297-65-8214

3010003 茨城県龍ケ崎市平台４－４－１３

○

0830830824

金川 良隆

緑のまち歯科クリニック

0297-64-0018

3010832 茨城県龍ケ崎市緑町１７－１

○

0830830832

根本 啓行

根本歯科室

0297-61-5518

3010032 茨城県龍ケ崎市佐貫１－９－８

○

0830830840

山崎 孝明

松ヶ丘歯科医院

0297-64-6131

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘5-1-11

○

0831030366

医療法人社団 芳樹会

医療法人社団芳樹会え歯科医院

0296-45-0826

3040002 茨城県下妻市江１５７２－４

○

0831030374

水上 正人

第一歯科

0296-43-1190

3040033 茨城県下妻市堀篭1489-6

○

0831030424

-

中川歯科医院

0296-52-6482

3040067 茨城県下妻市下妻乙３２３－５

○

0831130513

所 之雄

やまと歯科クリニック

0297-42-0881

3002706 茨城県常総市新石下３９６３－２

○

0831130539

-

医療法人社団桜風会桜井歯科医院

0297-23-4182

3030022 茨城県常総市水海道淵頭町２９０５番地の９

○

0831130547

鈴木 寛治

石下セントラル歯科クリニック

0297-42-0418

3002706 茨城県常総市新石下926

○

0831173088

池田 佳光

わかば歯科医院

029-772-2027

3020013

0831230412

常陸太田市 常陸太田市長 渡辺 龍一

常陸太田市里美歯科診療所

0294-82-2719

3110505 茨城県常陸太田市大中町1926-5

○

0831230420

黒田 周一

コスモ歯科医院

0294-72-7141

3130062 茨城県常陸太田市塙町3601

○

0831430293

茂又 宏徳

茂又歯科医院

0293-22-3322

3180033 茨城県高萩市本町4-250

○

0831430301

医療法人 宗作会

滝川歯科医院

0293-20-5777

3180031 茨城県高萩市春日町2-64

○

0831530332

宇佐美 泰男

宇佐美歯科

0293-42-5388

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原２－５

○

0831530340

野口 量平

のぐち歯科

0293-42-8550

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原72-3

○

0831630256

沼崎 一郎

稲田歯科診療所

0296-74-2570

3091635 茨城県笠間市稲田８４２－２

○

0831630264

松井 慎太郎

松井歯科医院

0296-71-0840

3091611 茨城県笠間市笠間１４５８－２

○

0831630470

-

あべ歯科クリニック

2

3190209 茨城県笠間市泉2100-3

○

0831630496

-

かわぐち歯科医院

029-670-5567

3091716 茨城県笠間市住吉堀ノ内1484-3

○

0831711112

医療法人社団 恵桜会

医療法人社団 恵桜会 ひまわり歯科クリニッ
ク

0297-70-5061

3020000 茨城県取手市寺田6357

○

0831730791

根本有一

根本歯科医院

0297-72-0135

3020004 茨城県取手市取手２－８－９

○

0831730809

医療法人 健歯会

アイ歯科医院

0297-74-1861

3020024

0831730817

医療法人社団 昭洋会

萩原デンタルクリニック

0297-78-7671

3020034 茨城県取手市戸頭3-2-9

○

0831730841

勝田 洋正

井野歯科クリニック

0297-72-7172

3020005 茨城県取手市東６－３７－３

○

0831730858

池田 佳光

わかば歯科医院

0297-72-2027

3020013 茨城県取手市台宿2-15-25 マクタハイム102

○

0831730866

押田医院歯科

押田医院歯科

029-821-0321

3020004

茨城県取手市取手３丁目４－１５取手クリニッ
クビル２Ｆ－２

○

0831730965

医療法人社団 徳秀会

飯塚歯科医院

0297-83-6366

3001506 茨城県取手市上萱場２１５５

○

0831730973

鴨志田哲也

かもした歯科クリニック

0297-82-6874

3001512 茨城県取手市藤代７７７－２

○

0831730981

医療法人社団 佳修会 小川歯科医院

医療法人社団 佳修会 小川歯科医院

0297-83-6588

3001514 茨城県取手市宮和田９９８－５

○

0831730999

外苑歯科藤代デンタルクリニック

外苑歯科藤代デンタルクリニック

0297-83-8849

3001514 茨城県取手市宮和田1268

○

0831731005

医療法人 博心会

ペガサスデンタルクリニック

0297-82-5552

3001525 茨城県取手市桜が丘1-17-5

○

0831731013

医療法人 清美会

医療法人清美会戸頭歯科クリニック

0297-79-0648

3020034 茨城県取手市戸頭6-30-4-102

○

茨城県取手市台宿２－１５－２５ マクタハイ
ム１０２

茨城県取手市新町2-2-8取手パークハイツ
102

○

○

0831731021

木村 愼一

ホワイト歯科

0297-83-8160

3001516 茨城県取手市藤代南3-11-13

○

0831731070

松崎 聡司

しんとりで歯科

0297-70-0118

3020031 茨城県取手市新取手1-3-14

○

0831731104

医療法人社団 和晃会

医療法人社団 和晃会 ボックスヒル歯科

0297-70-5066

3020014 茨城県取手市中央町2-5取手ﾎﾞｯｸｽﾋﾙ5階

○

0831731120

小出 主税

スマイルCK歯科クリニック

0297-72-7191

3020005 茨城県取手市東3-1-27

○

0831731138

坂寄 恵

坂寄歯科医院

0297-82-4160

3001512 茨城県取手市藤代503

○

0831830344

倉持 一成

おおくら歯科医院

0297-36-1755

3060632 茨城県坂東市辺田１４０２－８３

○

0831830419

加藤 昌裕

加藤歯科医院

0297-35-2846

3060631 茨城県坂東市岩井4678-1

○

0831830435

真中 美恵子

真中歯科医院

0297-35-1168

3060631 茨城県坂東市岩井4657-1

○

0831830450

医療法人社団 健美会

医療法人社団 健美会 いわいグリーン歯科

0297-47-5151

3060632

0831830468

医療法人社団 梨生会

医療法人社団 梨生会 ヨークファミリー歯科

0297-35-8118

3060632 茨城県坂東市辺田1104-1 ﾖｰｸﾀｳﾝ坂東M棟

○

0831930649

医療法人社団泰晧会

あすなろ歯科医院

0298-73-7133

3001292 茨城県牛久市中央５－１５－２

○

0831930656

-

牛久歯科医院

0298-74-1748

3001211 茨城県牛久市柏田町1047-1

○

0831930698

飯泉 浄

イイズミ歯科医院

0298-70-5115

3001236 茨城県牛久市田宮町3-3-21

○

0831930706

医療法人 央翔会

中澤歯科医院

0298-72-0100

3001221

0831930722

古谷 泰延

古谷歯科クリニック

0298-71-0034

3001202 茨城県牛久市中根町４２８

○

0831930771

長岡 未佐子

ながおか歯科医院

029-874-1102

3001234 茨城県牛久市中央5-7-10

○

0831930789

加藤 義久

かとう歯科クリニック

029-872-8823

3001222 茨城県牛久市南2-3-43

○

0831930813

医療法人社団 健爾会

やました歯科・矯正歯科クリニック

029-874-8219

3001216 茨城県牛久市神谷1-52-13

○

0832030357

医療法人恵歯会

医療法人恵歯会 桜ケ丘歯科センター歯科医
院

0298-52-1518

3050031 茨城県つくば市吾妻3-17-6

○

0832031215

さくら歯科医院

さくら歯科医院

0298-63-0118

3050003 茨城県つくば市桜２－３５－８

○

0832031280

長池 澄男

茎崎歯科医院

0298-76-1881

3001255 茨城県つくば市小茎３９２

○

0832031298

久松 雅彦

久松歯科医院

0298-76-0655

3001258 茨城県つくば市六斗１０６２－３

○

0832031306

医療法人 誠善会

岡田歯科医院

0298-42-5948

3001245 茨城県つくば市高崎蒲綱２２７７－６１

○

0832031314

片岡 正興

宝陽台歯科クリニック

0298-74-9248

3001254 茨城県つくば市宝陽台３３－８

○

0832031322

堀江 圭一

堀江歯科クリニック

0298-74-5068

3001252 茨城県つくば市高見原１－１－２０７

○

0832031330

李 孟軒

雙安歯科

0298-76-5478

3001266 茨城県つくば市自由ケ丘１６５－２８

○

0832031355

草間 朋子

草間歯科医院

0298-76-6480

3001248 茨城県つくば市若栗４１２－１

○

0832031397

正岡 朋章

正岡デンタルクリニック

0298-72-8822

3001257 茨城県つくば市明神378-25

○

0832031405

医療法人社団 佑文会

医療法人社団佑文会 つくばヘルスケア歯科
クリニック

029-860-8100

3050834 茨城県つくば市手代木１９２５－４

○

0832031421

大越 勝

大越歯科医院

029-866-0118

3004353 茨城県つくば市沼田２３３－８

○

0832031447

永田 修

永田歯科医院

029-857-4139

3050018 茨城県つくば市金田２０１８

○

0832031454

上野 美奈子

飯村医院歯科

029-867-0068

3004231 茨城県つくば市北条４３２６－２

○

0832031462

高瀬 順年

高瀬歯科医院

029-89-0082

3003257 茨城県つくば市筑穂1-12-7

○

0832031470

磯山 真也

いそやま歯科

029-872-9900

3001245 茨城県つくば市高崎1637-3

○

0832031496

なかはら歯科クリニック

なかはら歯科クリニック

029-858-5757

3050032 茨城県つくば市竹園2-16-36

○

0832031512

医療法人社団栄恵会

医療法人社団栄恵会 かつらぎ歯科クリニック

029-861-8811

3050822 茨城県つくば市苅間1712

○

0832031520

古宇田 道生

こうた歯科クリニック

029-856-4182

3050031 茨城県つくば市吾妻4-5-9

○

0832031546

御任 泰弘

竹園セントラル歯科医院

029-861-1100

3050032 茨城県つくば市竹園1-12-6

○

0832031561

大塚 奈緒美

おおつか歯科クリニック

029-864-4450

3003257 茨城県つくば市筑穂2-7-6

○

0832031587

小林 之直

こばやし歯科医院

029-850-7550

3004223 茨城県つくば市小田樋ノ口2109-3

○

0832031595

酒寄 江章

いしうち歯科医院

029-848-1888

3002645 茨城県つくば市上郷1421-4

○

茨城県坂東市辺田1517ｸﾞﾘｰﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
岩井店2階

茨城県牛久市牛久町２８０ エスカード牛久４
階

○

○

0832031652

医療法人社団 和晃会

医療法人社団 和晃会 キュート歯科クリニッ
ク

029-850-4618

3050031 茨城県つくば市吾妻1-5-3 MOG1階

○

0832031660

長谷川 洋人

長谷川歯科医院

029-857-1857

3050023 茨城県つくば市上ノ室2088-3

○

0832031678

西 邦彦

西歯科医院

029-851-3110

3050044 茨城県つくば市並木4-4--2

○

0832031686

医療法人社団 遊佐歯科口腔外科クリニック

医療法人社団 遊佐歯科口腔外科クリニック

029-849-5151

3050814

0832031694

医療法人 公友会

医療法人 公友会 いんなみ歯科医院

029-871-3100

3001252 茨城県つくば市高見原1-6-126

○

0832031702

医療法人 公友会

医療法人 公友会 つくばシティアビル歯科医
院

029-852-7733

3050031 茨城県つくば市吾妻2-8-8つくばｼﾃｨｱﾋﾞﾙ301

○

0832031710

飯島 勝勲

がくえん歯科

029-863-1818

3050032 茨城県つくば市竹園2-7-11

○

0832031728

医療法人社団 洸友会

つるみ歯科医院

029-847-5505

3002662 茨城県つくば市下河原崎194-1

○

0832031736

医療法人社団 洸友会

つるみ矯正歯科

029-858-5505

3050051 茨城県つくば市二の宮1-14-41

○

0832130744

-

勝田本町歯科

029-275-5077

3120026 茨城県ひたちなか市勝田本町３１－４

○

0832130751

-

湊歯科医院

029-263-1222

3111214 茨城県ひたちなか市和田町１－１０－４

○

0832130785

木原 政彦

キハラ歯科医院

029-275-5077

3120026 茨城県ひたちなか市勝田本町３１－４

○

0832130819

医療法人 中川歯科医院

中川歯科医院

029-285-7237

3120002 茨城県ひたちなか市高野７４４－１

○

0832130827

内藤 和之

たびこ歯科クリニック

029-202-6480

3120062 茨城県ひたちなか市高場５４３－１

○

0832130835

堀江 正徳

マリスデンタルクリニック

029-354-0648

3120016 茨城県ひたちなか市松戸町１－５－１５

○

0832130843

木下 卓

きのした歯科

029-273-4618

3120017 茨城県ひたちなか市長堀町２－１２－１０

○

0832130850

高場たくま歯科医院

高場たくま歯科医院

3120062 茨城県ひたちなか市高場225

○

0832130876

山﨑 茂仁

山﨑歯科医院

029-271-0741

3120027 茨城県ひたちなか市勝田中原町3-7

○

0832130884

山本 健

山本歯科医院

029-272-2924

3120046 茨城県ひたちなか市勝田泉町15-11

○

0832130892

林 信明

林歯科医院

029-274-1781

3120046 茨城県ひたちなか市勝田泉町9-18

○

0832130918

平田 輝行

ひらたデンタルクリニック

029-202-0050

3120062 茨城県ひたちなか市高場1673-25

○

0832130934

-

おやま歯科医院

029-272-6899

3120063 茨城県ひたちなか市田彦999-38

○

0832130942

-

あおば歯科クリニック

029-273-4182

3120052

0832130959

-

ツキムラ歯科医院

029-270-1418

3120021 茨城県ひたちなか市三反田５０８２－６

○

0832130967

青砥 聖二

あおと歯科矯正

029-215-9401

3120045 茨城県ひたちなか市勝田中央10-13

○

0832130975

柴岡 永子

柴岡デンタルクリニック

029-354-3038

3120062 茨城県ひたちなか市高場東向541-1

○

0832130983

医療法人 愛聖会 理事長 横須賀 良次

横須賀歯科医院

029-272-8211

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3242-2

○

0832130991

-

中山歯科医院

029-353-2320

3120031 茨城県ひたちなか市後台400-8

○

0832131007

金澤 大介

かなざわ歯科クリニック

029-297-6480

3111235 茨城県ひたちなか市田中後7512

○

0832131015

医療法人 香仁会

浅香歯科

029-272-1182

3120047 茨城県ひたちなか市表町8-7

○

0832131023

長尾 大輔

長尾歯科

029-274-2321

3120032 茨城県ひたちなか市津田砂沢2598-1

○

0832230312

医療法人社団 善仁会

医療法人社団 善仁会 小山記念病院

0299-85-1111

3140000 茨城県鹿嶋市厨5－1－2

○

0832230320

医療法人 藤仁会

医療法人 藤仁会 歯科重藤

0299-82-9111

3140031 茨城県鹿嶋市宮中５２７８－２

○

0832230346

人見 秀樹

こうやだい歯科医院

0299-69-8770

3112221 茨城県鹿嶋市荒野１５３４－３７

○

0832230353

加藤 俊裕

町の歯医者さん

0299-85-0648

3140033 茨城県鹿嶋市鉢形台２－１８－１

○

0832230361

長谷川 公一

ホワイト歯科

0299-83-0404

3140031 茨城県鹿嶋市宮中４－５－２３

○

0832230379

宮作 泰弘

ひろ歯科クリニック

0299-84-1688

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台150-1

○

0832230387

本間 雅彦

本間歯科医院

0299-82-0921

3140023 茨城県鹿嶋市谷原1372

○

0832230395

諸星 武治

もろほし歯科

0299-83-8148

3140031 茨城県鹿嶋市宮中東山327-1

○

0832230403

医療法人社団ミツギ歯科医院

医療法人社団ミツギ歯科医院

0299-84-1500

3140026 茨城県鹿嶋市木滝佐田谷原入会2-6

○

0832330203

医療法人社団 健友会

鈴木歯科医院

0299-64-5909

3112436 茨城県潮来市牛堀１３３－４

○

029-285

茨城県つくば市西平塚318-1 つくば医療ﾋﾞ
ﾚｯｼﾞ内

茨城県ひたちなか市東石川3614-1ヨークタウ
ンひたちなか店 サービス棟

○

○

0832330211

飯田 雅美

飯田歯科医院

0299-62-2468

3112421 茨城県潮来市辻323-2

○

0832330229

小貫 明秀

ひので歯科クリニック

0299-67-2677

3112423 茨城県潮来市日の出2-11-14

○

0832330237

松﨑 泰世

松﨑歯科医院

0299-64-5021

3112437

0832430136

医療法人社団 歯英会

ひがし歯科医院

0297-45-0808

3020119 茨城県守谷市御所ケ丘４－１１－１２

○

0832430292

鈴木 剛

楽市守谷歯科医院

0297-45-0812

3020128 茨城県守谷市けやき台４－１－６

○

0832430326

市川歯科クリニック

市川歯科クリニック

0297-45-8241

3020118 茨城県守谷市立沢246-1

○

0832430367

医療法人社団裕進会 飯沼医院歯科

医療法人社団裕進会 飯沼医院歯科

0297-48-9141

3020105 茨城県守谷市薬師台１丁目１５番地５

○

0832430375

河合 弘行

河合歯科

0297-46-2200

3020108 茨城県守谷市松並1866-3

○

0832430383

橋本 秀明

橋本歯科医院

0297-46-0118

3020131 茨城県守谷市ひがし野1-29-3

○

0832430409

医療法人社団 誠友会

松ヶ丘歯科口腔外科医院

0297-48-0648

3020127 茨城県守谷市松ケ丘1-5-10

○

0832430417

笠井 大悟

たつざわ歯科クリニック

0297-46-4182

3020116 茨城県守谷市大柏875-1

○

0832430425

鈴木 智

鈴木歯科医院

0297-45-2700

3020110

0832530117

對馬 輝彦

エンゼル歯科医院

0295-52-5550

3192135 茨城県常陸大宮市石沢１８３０－４

○

0832530125

阿部 英一

阿部歯科クリニック

0295-52-6480

3192144 茨城県常陸大宮市泉４４５－３

○

0832530166

常陸大宮市

常陸大宮市国民健康保健緒川歯科診療所

0295-56-5118

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬1259

○

0832530182

西垣 光樹

西垣歯科光樹クリニック

0295-52-6100

3192144 茨城県常陸大宮市泉541-1

○

0832530208

石田 稜威夫

あんず歯科

0295-55-4181

3114503 茨城県常陸大宮市野口2840

○

0832630123

-

中川デンタルクリニック

0

3110112 茨城県那珂市津田2497-1

○

0832630206

冨永 一郎

ペパーミント歯科医院

029-270-8711

3110105 茨城県那珂市菅谷１８２１－１

○

0832630271

岩田 英樹

芳州園歯科医院

029-215-9236

3110105 茨城県那珂市菅谷4575-8

○

0832730097

宮本 頼明

宮本歯科医院

0298-92-2303

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲２７１６－２

○

0832730105

植田 崇資

うえだ歯科

029-892-7355

3000508 茨城県稲敷市佐倉3083

○

0832730154

山田雄

山田歯科医院

0298-94-2639

3000638 茨城県稲敷市古渡１９５

○

0832830152

江上 勝朗

稲吉歯科

0299-59-5151

3150052

0832830178

大塚 善行

あしか歯科クリニック

029-830-1515

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉4-2-2

○

0832830186

医療法人 はなわ会

医療法人はなわ会荒川歯科医院

029-833-2222

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉2633-88

○

0832930176

人見 智行

ひとみ歯科医院

0299-93-0333

3140135 茨城県神栖市堀割1-5-6

○

0832930184

医療法人 藤仁会

医療法人 藤仁会 第二歯科医院

0299-91-0648

3140146 茨城県神栖市平泉２－１７

○

0832930192

鈴木 謙介

スズキ歯科医院

0299-97-2828

3140115 茨城県神栖市知手３６１２－２

○

0832930333

小林 俊介

小林歯科クリニック

0479-46-0333

3140254 茨城県神栖市太田３９６－１３

○

0832930341

医療法人 真英会

山本歯科クリニック

0479-48-6711

3140341 茨城県神栖市矢田部5547-1

○

0832930408

鈴木 肇

こうなん歯科

0299-97-2848

3140112 茨城県神栖市知手中央3-8-2

○

0832930416

医療法人社団公慈会 理事長 山本正和

医療法人社団公慈会 ＰＣデンタルクリニック

0479-48-1151

3140347 茨城県神栖市土合中央３丁目１番２０号

○

0832930432

金丸 由幸

金丸歯科医院

0479-44-0262

3140408 茨城県神栖市波崎8581-5

○

0833131162

城里町

城里町国民健康保険七会診療所歯科診療室

0296-88-2040

3114402 茨城県東茨城郡城里町小勝519-1

○

0833131170

城里町

城里町国民健康保険沢山診療所歯科診療室

029-289-4097

3114514 茨城県東茨城郡城里町阿波山165

○

0833131188

-

医療法人社団桜実会おおど歯科クリニック

029-291-0555

3113114 茨城県東茨城郡茨城町大戸１９９６番地１

○

0833131196

医療法人社団 楽生会

水戸南歯科診療所

029-293-7001

3113122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎493-10

○

0833131204

岸田 真太郎

歯医者しんたろう岸田歯科医院

029-288-4180

3114302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1406-2

○

0833330129

-

石川歯科医院

029-282-3168

3191100 茨城県那珂郡東海村東海3-1-30

○

0833331044

医療法人社団 青峰会

医療法人社団 青峰会 ファミリー歯科

029-287-2824

3191111

茨城県潮来市永山777ショッピングセンターラ
ラルー

茨城県守谷市百合ケ丘3-249-1 ﾛｯｸｼﾃｨ守
谷ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F

茨城県かすみがうら市下稲吉２６３２－３ 藤
川テナントＣ号

茨城県那珂郡東海村舟石川駅東4-1-1ジャ
スコ東海店１階

○

○

○

○

0833331093

小泉 雄二郎

こいずみ歯科医院

029-283-4182

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川830-1

○

0833430309

若松 義洋

わかまつ歯科医院

02957-9-0061

3193526 茨城県久慈郡大子町大子６１９

○

0833830722

-

斯波歯科医院

0298-87-3221

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央1-6-19

○

0833831209

秋吉 大

秋吉歯科医院

0298-43-0666

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷２３９５－１

○

0833831241

河原 重信

かわはら歯科医院

029-891-3383

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎1-29-20

○

0833831266

佐藤 由紀江

ひたち野うしく歯科医院

029-841-7200

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷179-11

○

0833831282

医療法人社団 良歯会

永林堂歯科医院

029-887-7781

3000334 茨城県稲敷郡阿見町鈴木2-89

○

0833831316

鶴屋 誠人

つるや歯科

029-867-6460

3000337 茨城県稲敷郡阿見町中郷2-16-3

○

0833831324

医療法人社団 飛翔会 理事長 李 徳操

ファミリー歯科診療所つくば予防インプラントセ
ンター

029-843-6480

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野1-22-7

○

0834230427

医療法人社団 芳樹会

医療法人社団芳樹会緑が丘歯科医院

0296-48-4618

3003506 茨城県結城郡八千代町成田250-1

○

0834331019

-

たくみ歯科医院

0280-86-7433

3060400 茨城県猿島郡境町２１０－９

○

0834331068

笠水上 佐由美

境デンタルクリニック

0280-86-5178

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸２８７－１

○

0834331084

-

ながのデンタルオフィス

0280-87-8321

3060416 茨城県猿島郡境町伏木1321-3

○

0834331092

三浦 雅美

杉田歯科医院

0280-87-4518

3060433 茨城県猿島郡境町旭町181-5

○

0834430852

三森 信宏

尾上歯科医院

0297-68-9292

3001632 茨城県北相馬郡利根町下曽根289

○

0837130087

太田 ゆかり

太田歯科医院

0296-75-6480

3091211 茨城県桜川市岩瀬２１－２

○

0837130103

日比野 昭子

ひびの歯科

0296-70-8218

3091344 茨城県桜川市南飯田９２９－３

○

0837130228

渡邊 元

わたなべ歯科医院

0296-58-6474

3091244 茨城県桜川市大国玉５２１－１

○

0837130244

-

堀歯科クリニック

0296-70-8088

3091216 茨城県桜川市明日香１－５０ タカダコーポ

○

0837130269

白土 貴之

白土歯科

0296-20-6480

3091241 茨城県桜川市青木1433-1

○

0837330067

-

はしもと歯科クリニック

0297-58-5599

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2501-4

○

0837330075

-

伊奈歯科医院

0297-58-1830

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2844-6

○

0837330083

-

横張歯科医院

2

0837330091

松村 鮎

谷井田歯科医院

0297-58-5529

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田1695-3

○

0837430016

-

医療法人 恵歯会 なかのべ歯科医院

0299-58-2266

3113422 茨城県小美玉市中延632-1

○

0837430024

-

丘の上歯科医院

0299-58-1947

3113423 茨城県小美玉市小川35-2

○

0837430065

-

みのりデンタルクリニック

0299-48-0888

3190102 茨城県小美玉市西郷地1343-1

○

0837430073

-

羽鳥デンタルクリニック

0299-46-1715

3190123 茨城県小美玉市羽鳥261-6

○

0837430081

-

木村歯科医院

0299-46-2220

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2352-191

○

0837430099

-

野沢歯科医院

0299-46-7001

3190122 茨城県小美玉市江戸1-101

○

0837430107

-

石崎歯科医院

0299-36-7570

3190107 茨城県小美玉市小岩戸1259-1

○

0837430115

-

かいとう歯科医院

0299-46-6480

3190121 茨城県小美玉市羽刈289-74

○

0837430123

-

医療法人社団 幸寿会 グリーン歯科医院

029-946-1818

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2850-38

○

0837430131

-

玉里歯科医院

0299-58-6666

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1768-27

○

0837430164

医療法人社団 奎林会 光林堂歯科医院

医療法人社団 奎林会 光林堂歯科医院

0299-58-6039

3113424 茨城県小美玉市幡谷406-3

○

0860190024

一般社団法人茨城県水戸市医師会

一般社団法人水戸市医師会訪問看護ステー
ションみと

029-305-6806

3114153 茨城県水戸市河和田町107-6

○

0860190040

茨城保健生活協同組合

茨城保健生協 訪問看護ステーション 虹

029-227-2577

3100804

0860190065

医療法人社団 協栄会

訪問看護ステーション ふたりしずか

029-255-1202

3100905 茨城県水戸市石川4-4039-26

○

0860190073

社会福祉法人 恒勝会

ライフピア 訪問看護ステーション

029-231-5066

3100004 茨城県水戸市青柳町3796

○

0860190164

社会福祉法人 愛の会

訪問看護事業所 ハート２４

029-212-3500

3114144 茨城県水戸市開江町8

○

0860290014

一般社団法人 茨城県日立市医師会

日立市医師会 訪問看護ステーション ひたち

0294-37-0268

3160004 茨城県日立市東多賀町5-1-1

○

3002353

茨城県つくばみらい市小張4100-6（丘陵部
220-2）

茨城県水戸市白梅3-13-8 水戸共同ビルNo1
201号室

○

○

0860290030

医療法人社団 いばらき会

日立南部地区 訪問看護ステーション

0294-25-5211

3191222 茨城県日立市久慈町2-6-37

○

0860290055

株式会社 日立製作所

訪問看護ステーション たが

0294-38-6421

3160035 茨城県日立市国分町2-1-2

○

0860390012

公益社団法人 茨城県看護協会

公益社団法人茨城県看護協会 土浦訪問看護
0298-26-6551
ステーション

3000812 茨城県土浦市下高津2-7-68

○

0860390038

茨城県厚生農業協同組合連合会

厚生連 土浦訪問看護ステーション

0298-23-7116

3000053 茨城県土浦市真鍋新町2-19

○

0860390046

医療法人 霞水会

訪問看護ステーション ひまわり

0298-35-2520

3000064 茨城県土浦市東若松町3969

○

0860390061

有限会社 スマイルネット

まちの看護ステーション

029-825-1661

3000815 茨城県土浦市中高津1-20-15

○

0860590017

社団法人 石岡市医師会

石岡市医師会 訪問看護ステーション

0299-24-3377

3150009 茨城県石岡市大砂10528-25

○

0860690015

社団法人 真壁医師会

社団法人 真壁医師会 訪問看護ステーション
しもだて

0296-22-4410

3080841 茨城県筑西市二木成1515

○

0860690023

医療法人 宮田医院

みやた訪問看護ステーション

0296-25-1298

3080031 茨城県筑西市丙58-3

○

0860790013

医療法人社団 同樹会

訪問看護ステーション 春風

0296-33-0113

3070001 茨城県結城市結城12744

○

0860890011

一般社団法人 竜ヶ崎市牛久市医師会

一般社団法人竜ヶ崎市牛久市医師会 訪問看
護ステーション竜ヶ崎

0297-62-7544

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町834-1

○

0860890045

医療法人 竜仁会

牛尾病院訪問看護ステーション

0297-60-2253

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町1-15-1

○

0861090017

社団法人 真壁医師会

真壁医師会立 訪問看護ステーション しもつ
ま

0296-44-7021

3040064 茨城県下妻市本城町3-13

○

0861190015

一般社団法人 茨城県きぬ医師会

きぬ医師会 訪問看護ステーション

0297-22-8129

3030016 茨城県常総市新井木町13-3

○

0861190023

医療法人社団 竹恵会

けんちの苑 訪問看護ステーション

0297-24-7171

3030041 茨城県常総市豊岡町丙3264

○

0861290054

医療法人 大森医院

訪問看護ステーションさとみ

0294-82-2299

3110505 茨城県常陸太田市大中町975

○

0861490019

社団法人 茨城県多賀医師会

社団法人 茨城県多賀医師会 訪問看護ス
テーション

0293-20-5522

3180033 茨城県高萩市本町1-208

○

0861590016

医療法人 芳医会

医療法人 芳医会 訪問看護ステーション み
らい

0293-42-2150

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305

○

0861690014

社団法人 笠間市医師会

笠間市医師会 訪問看護ステーション ふきの
とう

0296-72-9966

3091625 茨城県笠間市来栖266-4

○

0861690030

有限会社 ともべ看護ケアセンター

ともべ訪問看護ステーション

0296-78-5659

3091717 茨城県笠間市旭町468-30

○

0861790012

公益社団法人 取手市医師会

取手市医師会 訪問看護ステーション ひまわ
り

0297-78-3094

3020034 茨城県取手市戸頭3－26－18

○

0861790020

茨城県厚生農業協同組合連合会

訪問看護ステーションとりで

0297-74-5070

3020022 茨城県取手市本郷2-1-1

○

0861790038

医療法人 西秀会

訪問看護ステーション にしまぎ

0297-78-9113

3020034 茨城県取手市戸頭3-2-8

○

0861890010

一般社団法人 茨城県きぬ医師会

きぬ医師会 訪問看護ステーション いわい

0297-47-4800

3060631 茨城県坂東市岩井4421-6

○

0861990018

一般社団法人 竜ヶ崎市・牛久市医師会

訪問看護ステーションうしく

0298-72-8889

3001234 茨城県牛久市中央3-15-1

○

0861990026

医療法人社団 常仁会

うしく愛和訪問看護ステーション

029-873-1882

3001231 茨城県牛久市猪子町891-2

○

0861990034

社会医療法人 若竹会

ゆうあい 訪問看護ステーション

029-874-2280

3001211 茨城県牛久市柏田町1590-3

○

0862090016

医療法人社団 筑波記念会

つくば訪問看護ステーション

029-864-1212

3002622 茨城県つくば市要1187-299

○

0862090024

公益財団法人 筑波メディカルセンター

筑波メディカルセンター 訪問看護ふれあい

0298-55-9708

3050005 茨城県つくば市天久保1-1-1

○

0862090032

医療法人社団 桜水会

医療法人社団 桜水会 訪問看護ステーション

029-856-0777

3050043 茨城県つくば市大角豆1808-3

○

0862090040

一般財団法人 筑波麓仁会

訪問看護ステーション そよかぜ

029-836-1932

3050854 茨城県つくば市上横場2573-1

○

0862090057

医療法人 健佑会

いちはら訪問看護ステーション

0298-64-8488

3003253 茨城県つくば市大曽根3681

○

0862090065

医療法人社団 双愛会

医療法人社団 双愛会 訪問看護ステーション
くきざき

029-870-1771

3001245 茨城県つくば市高崎1008

○

0862090081

リハビリテーションクリエーターズ株式会社

ビーンズ訪問看護ステーション

029-850-3913

3050043 茨城県つくば市大角豆2012-247

○

0862190014

一般社団法人 ひたちなか市医師会

ひたちなか市医師会 訪問看護ステーション

029-276-2282

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-32

○

0862190022

医療法人社団 いばらき会

いばらき診療所訪問看護ステーション

029-270-3511

3120062

0862190030

株式会社 日立製作所

訪問看護ステーション かけはし

029-354-6759

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-1

○

0862290012

公益社団法人 茨城県看護協会

公益社団法人茨城県看護協会 鹿嶋訪問看護
0299-84-6250
ｽﾃｰｼｮﾝ

3140039 茨城県鹿嶋市緑ヶ丘3－9－20

○

0862290020

公益財団法人 鹿島病院

鹿島の里 訪問看護ステーション

0299-85-0039

3140012 茨城県鹿嶋市平井1129-19

○

0862490018

医療法人 慶友会

医療法人慶友会訪問看護ステ－ション たん
ぽぽ

0297-45-3540

3020108 茨城県守谷市松並1630-1

○

0862490026

社会医療法人社団 光仁会 ひかり訪問看護ス
テーション

社会医療法人社団 光仁会 ひかり訪問看護
ステーション

0297-48-0972

3020102 茨城県守谷市松前台1-14-3

○

茨城県ひたちなか市高場210 ホワイトフォレ
スト206号

○

0862490042

株式会社 佐瀬トータルケアセンター

アネシス訪問看護ステーション

0297-21-1525

3020105 茨城県守谷市薬師台2-16-3

○

0863190070

公益財団法人報恩会

訪問看護ステーションいしざき

029-293-7155

3113122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎4698

○

0863190088

医療法人社団 いばらき会

訪問看護ステーションこづる

029-291-1220

3113107 茨城県東茨城郡茨城町小鶴127-1

○

0863290011

県西総合病院組合

県西総合病院 訪問看護ステーション

0296-75-1141

3091223 茨城県桜川市鍬田604

○

0863290029

聖北会 有限会社 敬七商事

聖北会訪問看護ステーション「やまびこ」

0296-78-5553

3091736 茨城県笠間市八雲2-1058-219

○

0863390027

医療法人 博仁会

おおみや 訪問看護ステーション

02955-3-1010

3192261 茨城県常陸大宮市上町321

○

0863390043

医療法人社団 青燈会

訪問看護ステーション のぞみ

029-295-6807

3110105 茨城県那珂市菅谷605

○

0863390050

医療法人社団 いばらき会

訪問看護ステーションとうかい

029-283-1717

3191102 茨城県那珂郡東海村石神内宿1724-1

○

0863390068

医療法人 芳栄会

訪問看護ステーション わかば

0295-53-6077

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3109

○

0863390076

社会福祉法人 ナザレ園

ナザレ園訪問看護ステーション

029-296-3622

3192103 茨城県那珂市中里361-2

○

0863490017

医療法人 聖友会

訪問看護ステーション やすらぎ

0295-72-1582

3193526 茨城県久慈郡大子町大子825-1

○

0863490025

医療法人 久仁会

大子 訪問看護ステーション

02957-2-6555

3193552 茨城県久慈郡大子町矢田93-1

○

0863690012

社会福祉法人 白十字会

神栖訪問看護ステーション

0299-93-1174

3140134 茨城県神栖市賀2108-17

○

0863690046

医療法人 樅山診療所

訪問看護ステーション もみやま

0291-34-4155

3111426 茨城県鉾田市樅山576-27

×

0863690053

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 茨城県済
生会

済生会訪問看護ステーションかみす

0299-94-5566

3140112 茨城県神栖市知手中央7-2-45

○

0863690079

医療法人三尚会 高須病院

訪問看護にこにこステーション

0291-34-2520

3111517 茨城県鉾田市鉾田2570

○

0863690087

医療法人 真成会

訪問看護ステーション たいよう

0291-34-5700

3112103 茨城県鉾田市汲上3128

○

0863790010

一般社団法人 茨城県水郷医師会

水郷医師会 訪問看護ステーション

0299-72-3524

3113832 茨城県行方市麻生1570-1

○

0863790028

社会福祉法人 白十字会

白十字会 訪問看護ステーション

0299-80-6601

3113832 茨城県行方市麻生3290-12

○

0863890018

学校法人 東京醫科大学

東京医科大学霞ヶ浦訪問看護ステーション

029-888-1711

3000395 茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1

○

0863890026

医療法人 美湖会

訪問看護ステーション コミューン

0298-85-5565

3000412 茨城県稲敷郡美浦村宮地678

○

0863890034

医療法人 盡誠会

あずま 訪問看護ステーション

0299-80-4170

3000605 茨城県稲敷市幸田1247

○

0864290010

公益財団法人筑波メディカルセンター

筑波メディカルセンター 訪問看護ステーション
いしげ

0297-42-1105

3002706 茨城県常総市新石下3768

○

0864390018

社会福祉法人 芳香会

青嵐荘 訪問看護ステーション

0280-98-5533

3060232 茨城県古河市東牛谷456-6

○

0864390026

医療法人 仁寿会

訪問看護ステーション サルビア

0280-91-1255

3060221 茨城県古河市駒羽根825-1

○

0864390042

茨城県厚生農業協同組合連合会

茨城西南医療センター 訪問看護ステーション

0280-81-1065

3060400 茨城県猿島郡境町2190

○

0864390059

医療法人 清風会

医療法人 清風会 訪問看護ステーション 愛
心会

0297-30-3355

3060515 茨城県坂東市沓掛411－1

○

0867190019

医療法人 恒貴会

医療法人 恒貴会 訪問看護ステーション 愛
美園

0296-20-6780

3091244 茨城県桜川市大国玉2513-12

○

0810114496

椋棒 巖

水戸笠原眼科クリニック

029-243-8375

3100852 茨城県水戸市笠原町563-1

○

0810114504

中村 尚

中村整形外科医院

029-255-2225

3100903 茨城県水戸市堀町1153-3

○

0811910710

医療法人社団 緑真会

天満胃腸科クリニック

029-830-7770

3001222 茨城県牛久市南5-44-8

○

0812012433

寺崎 太郎

寺崎クリニック

029-865-0034

3002617 茨城県つくば市吉沼1437-1

○

0813811064

医療法人社団 ユリシス

まつばらウィメンズクリニック

029-830-5151

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-16-2

○

0811410349

医療法人 愛正会

医療法人愛正会やすらぎの丘温泉病院付属安
0293-22-0123
良川クリニック

3180021 茨城県高萩市安良川963-8

○

0811711225

秋田 敏行

秋田 医院

0297-23-0341

3001511 茨城県取手市椚木890

○

0812012458

山口 直美

つくば木の花クリニック

029-839-4458

3050056 茨城県つくば市松野木109-1

○

0812012466

大野 博之

大野医院

029-848-0888

3002655 茨城県つくば市島名634

○

0812111391

医療法人社団 尚仁会

尚仁会クリニック

029-271-3409

3120034 茨城県ひたちなか市堀口616-1

○

0830331930

中村 史嗣

なかむらデンタルケアクリニック

029-841-9877

3000873 茨城県土浦市荒川沖423-1

○

0830431136

医療法人 針谷歯科医院

針谷歯科医院

0280-32-6651

3060011 茨城県古河市東3-5-5

○

0831630512

桐竹 晶子

田崎歯科医院

0296-72-0123

3091611 茨城県笠間市笠間34

○

0831630520

医療法人社団 誠芳会

医療法人社団誠芳会 石本病院

0296-72-4051

3091613 茨城県笠間市石井2047

○

0831630538

安藤 仁

安藤歯科医院

0296-72-0347

3091611 茨城県笠間市笠間1398

○

0831830476

小林 修

小林歯科医院

0297-35-0016

3060631 茨城県坂東市岩井2828-1

○

0831930821

窪田 聡

くぼた歯科医院

029-871-6474

3001206 茨城県牛久市ひたち野西3-38-4

○

0831930839

川本 幸司

川本歯科医院

029-871-8005

3001234 茨城県牛久市中央2-4-15

○

0832031744

坂入 正和

坂入歯科医院

029-847-8371

3002648 茨城県つくば市豊里の杜1-18-11

○

0832131031

鈴木 宏信

ヒロ歯科クリニック

029-212-4182

3120054 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-8

○

0832230411

本間 留美果

本間歯科医院デンタルヘルススタジオ

0299-84-5909

3140031 茨城県鹿嶋市宮中2324-19

○

0861490027

医療法人 愛正会

安良川訪問看護ステーション

0293-20-4150

3180021 茨城県高萩市安良川963-8

○

0863190096

医療法人 渡辺会

訪問看護ステーション大洗

029-267-7981

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町915

○

0810114512

岡野 正

岡野眼科医院

029-248-0768

3100845 茨城県水戸市吉沢町1078-2

○

0810510867

医療法人社団 金山会

桜井病院

0299-42-3922

3150133 茨城県石岡市半田1886

○

0810710632

医療法人 アスムス

生きいき診療所・ゆうき

0296-45-6500

3070001 茨城県結城市結城9144-1

○

0812012474

佐久間 満里子

さくま皮フ科クリニック

029-863-2033

3050817 茨城県つくば市研究学園5-5-16

○

0812012490

医療法人社団 山粋会

みどりのクリニック

029-839-5523

3050000 茨城県つくば市台町22街区-1

○

0812111409

田澤 真理

河村クリニック

029-272-2068

3120034 茨城県ひたちなか市堀口611-1

○

0812310217

医療法人社団 同仁会

医療法人社団 同仁会 常南医院

0299-63-1101

3112421 茨城県潮来市辻386

○

0831930847

医療法人社団 梨生会

医療法人社団 梨生会 牛久駅西口歯科

029-830-8883

3001221 茨城県牛久市牛久町282 JR牛久駅西口1階

○

0832031769

医療法人社団 朋友

西川歯科

029-863-4182

3050043 茨城県つくば市大角豆1698

○

0861790053

株式会社 ハートアンドハート

訪問看護ステーションまごころ

0297-70-3556

3001512 茨城県取手市藤代767-2

○

0810211938

江尻 成昭

えじり内科クリニック

0294-54-2221

3191234 茨城県日立市大和田町1-1-28

○

0811110550

みぞぐちクリニック

みぞぐちクリニック

0297-42-2757

3002707 茨城県常総市本石下118

○

0811110568

内藤 琇一

みつかいどうプラザクリニック

0297-22-0102

3030023 茨城県水海道市宝町2725-1

○

0813010162

医療法人 東湖会

医療法人東湖会 北浦診療所

0291-35-2500

3111704 茨城県行方市山田1146-7

○

0817310147

伊津野 明子

小張クリニック

0297-58-0354

3002353 茨城県つくばみらい市小張4706-1

○

0817410269

新澤 暁

新澤医院

0299-48-0034

3190106 茨城県小美玉市堅倉995

○

0830133401

封馬 利基

見和歯科クリニック

029-253-4782

3100911 茨城県水戸市見和2-246-1堤ビル3B

○

0830133419

大内 宏之

大内歯科医院

029-243-4118

3100851 茨城県水戸市千波町2475-11

○

0830231734

鈴木 一宏

高鈴歯科医院

0294-76-8214

3170066 茨城県日立市高鈴町2-3-31

○

0830331948

医療法人社団 広誠会

田口高広歯科

029-821-1112

3000036 茨城県土浦市大和町9-1ウララビル1F

○

0830530754

福田 輝幸

わかまつ歯科

0299-24-1184

3150018 茨城県石岡市若松2-1-53

○

0830530762

公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一病
院

公益社団法人 地域医療法人振興協会 石岡
第一病院

0299-225151

3150023 茨城県石岡市東府中1-7

○

0831930854

佐藤 沙織

さとう歯科医院

029-871-4618

3001207 茨城県牛久市ひたち野東3-33-6

○

0831930862

西崎 直和

西崎歯科医院

029-871-3363

3001221 茨城県牛久市牛久町3157-63

○

0832031785

山口 深恵

あわたに歯科医院

029-857-8418

3050001 茨城県つくば市栗原3705-2

○

0837130277

榎戸 繁

えのきど歯科

0296-55-5454

3004417 茨城県桜川市真壁町飯塚524-6

○

0837230267

保科 博邦

保科歯科医院

029-32-2627

3111521 茨城県鉾田市飯名484-60

○

0810312132

浅野 徹

浅野眼科医院

029-821-0778

3000043 茨城県土浦市中央2-15-18

○

0810510883

医療法人 傳美会

杉並クリニック

0299-27-6700

3150027 茨城県石岡市杉並2-12929-11

○

0810611392

溝口 将之

みぞぐち皮膚科医院

0296-23-2033

3080021 茨城県筑西市甲95-1

○

0810611400

医療法人 桂仁会

宮山公園診療所

0296-52-8881

3004504 茨城県筑西市宮山381-1

○

0810611418

医療法人社団 幸清会

医療法人社団 幸清会 しもだて内科クリニッ
ク

0296-25-2212

3080031 茨城県筑西市丙205-2レジデンスミマス3-A

○

0810810770

医療法人社団 健成会

松本クリニック

0297-62-4747

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町字三区650-1

○

0811110576

医療法人社団 亮潤会

一色クリニック

0297-25-1451

3030005 茨城県水海道市森下町3885-1

○

0811910736

高山 典子

はなみずきクリニック

029-871-1711

3001234 茨城県牛久市中央1-6-22

○

0817310154

医療法人社団 優美会

医療法人社団 優美会 白石整形外科クリニッ
ク

0297-25-2087

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台3-22-7

○

0830133443

医療法人社団 崇尚介

水戸インプラント矯正歯科クリニック

029-297-6100

3100021 茨城県水戸市南町1-3-36志村ビル5階

○

0830133450

塙 政勝

塙 歯科

029-305-6550

3100914 茨城県水戸市小吹町2568-4

○

0830331955

福井 大輔

みらい歯科医院

029-828-7878

3000037

0830431144

吉田 隆一

スマイル歯科クリニック

0280-30-0128

3060236 茨城県古河市大堤81-1

○

0830631131

柴崎 崇

柴崎歯科医院

0296-57-2103

3091106 茨城県筑西市新治1996-2

○

0831230438

医療法人 在心会

やまぶき歯科

0294-80-2080

3130063 茨城県常陸太田市内堀町345-6

○

0832430466

盛 晋作

守谷駅前りんご歯科

0297-45-1182

3020115 茨城県守谷市守谷甲2544-3共立ビル1-C

○

0833131220

豊島 邦明

トヨシマデンタルクリニック

029-292-1882

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101

○

0860190180

株式会社 ヘルスプランナー

訪問看護ステーション すみれ

029-297-3177

3100836 茨城県水戸市元吉田町1989-1

○

0860390053

医療法人社団 希望会

訪問看護ステーションのぞみ

0298-43-0346

3000836 茨城県土浦市烏山2-530-386

○

0810114520

医療法人 南山会

柵町診療所

029-233-1600

3100802 茨城県水戸市柵町1-5-20

○

0810312140

医療法人社団 朋友

医療法人社団 朋友 外科･内科 天の橋立

029-835-0333

3000818 茨城県土浦市天川2-1008-647

○

0810411363

医療法人 百一会

ファミリー診療所

0280-31-9316

3060001 茨城県古河市静町25-15

○

0810611426

塙 祐子

塙 医院

0296-57-3361

3091127 茨城県筑西市桑山2482

○

0811810381

曽原 義顕

天王前クリニック

0297-38-1711

3060624 茨城県坂東市矢作1680-1

○

0830631149

塙 祐子

塙 医院

0296-57-3361

3091127 茨城県筑西市桑山2482

○

0832430474

医療法人社団 誠智会

医療法人社団 誠智会 アクロスモール歯科ク
リニック

0297-20-0648

3020127 茨城県守谷市松ケ丘6-6-1

○

0862490059

医療法人社団 源守会

訪問看護ステーションあいた

0297-48-6204

3020112 茨城県守谷市同地358-5

○

0810114553

青木 清一

青木クリニック

029-255-1971

3100905 茨城県水戸市石川3-4121-15

○

0810211946

医療法人聖麗会

医療法人聖麗会 聖麗メモリアル高鈴

0294-23-6060

3170066 茨城県日立市高鈴町1-18-1

○

0810211953

医療法人 聖麗会

医療法人 聖麗会 聖麗メモリアル病院

0294-52-8500

3191235 茨城県日立市茂宮町841

○

0810710640

水野 修

みずのクリニック

0296-34-7117

3070021 茨城県結城市上山川5049-14

○

0810810788

医療法人 つくばセントラル

セントラル腎クリニック龍ヶ崎

0297-62-1212

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町字山王台2668-1

○

0811910751

松波 克弘

まつなみクリニック

029-873-5111

3001207 茨城県牛久市ひたち野東4-7-1

○

0812410454

医療法人社団 源守会

会田記念リハビリテーション病院

0297-48-6111

3020112 茨城県守谷市同地字仲山360

○

0812510287

医療法人 博仁会

志村クリニックごぜんやま

0295-55-1055

3114503 茨城県常陸大宮市野口2138-3

○

0830133468

白川 敏明

立原歯科診療所

029-221-7933

3100026 茨城県水戸市泉町2-2-29石川ビル

○

0830133484

大久保 肇

中央通り歯科

029-212-8148

3100836 茨城県水戸市元吉田町1234-23

○

0830530788

青木 光春

青木歯科医院

0299-22-2777

3150014 茨城県石岡市国府

○

0860590025

公益社団法人 地域医療振興協会

訪問看護ステーション よつば

0299-24-5330

3150023 茨城県石岡市東府中1-7

○

0862090099

医療法人社団 健康尚仁会 飯村医院

訪問看護 なかよし

029-867-6677

3004231 茨城県つくば市北条4326-2

○

0811711233

寺田 明生

寺田医院

0297-82-2007

3001512 茨城県取手市藤代577

○

0812012540

辻 勝久

つくば辻クリニック

029-868-7170

3050817 茨城県つくば市研究学園5-19イーアスつくば

○

0812012557

新海 雅貴

新海眼科

029-896-5638

3050031

茨城県つくば市吾妻1-5-3つくばクレオスクエ
アMOG一階

○

0817410277

長島 純夫

長島内科

0299-58-4866

3113423 茨城県小美玉市小川823-3

○

0832031801

飯村 康夫

飯村医院

0298-67-0068

3004231 茨城県つくば市北条4326-2

○

茨城県土浦市桜町3-14-18さくらメディカルビ
ル302

○

0833831357

寺澤 秀朗

ピアシティ歯科クリニック

029-843-8282

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2016-1

0837330174

清水 一龍

みらい平歯科

0297-57-0410

3002358

0810114561

医療法人社団 啓和会

医療法人社団 啓和会 いばらき健康管理セ
ンター

029-243-6220

3100913 茨城県水戸市見川町2131-143

○

0810114587

医療法人社団 北水会

医療法人社団 北水会 北水会記念病院

029-303-3003

3100035 茨城県水戸市東原3-2-1

○

0810114595

医療法人社団 順篤会

医療法人社団 順篤会 水戸うちはら内科クリ
ニック

029-259-1710

3190394 茨城県水戸市中原町135

○

0810114603

医療法人社団 北水会

医療法人社団北水会 スイコウ南クリニック

029-303-3037

3100035 茨城県水戸市東原3-2-9

○

0810114611

医療法人社団 北水会

医療法人社団北水会 スイコウ北クリニック

029-303-3035

3100035 茨城県水戸市東原3-2-9

○

0810114629

江幡 敦子

内科 江幡医院

029-221-3392

3100041 茨城県水戸市上水戸3-5-22

○

0810114637

菊池 久恵

菊池整形外科医院

029-253-0050

3100912 茨城県水戸市見川5-138-10

○

0810114645

金山 亮治

かなやま耳鼻咽喉科クリニック

029-291-5000

3190315 茨城県水戸市内原町98-1

○

0810114652

本間 昭

お多福もの忘れクリニック

029-291-6211

3100841 茨城県水戸市酒門町4637-2

○

0810114660

医療法人社団 山縣産婦人科

医療法人社団 山縣産婦人科

029-241-6121

3100851 茨城県水戸市千波町371-4

○

0810114678

医療法人 さかと内科・胃腸科クリニック

さかと内科・胃腸科クリニック

029-247-3375

3100841 茨城県水戸市酒門町263

○

0810114694

医療法人社団 大平医院

おおひらクリニック

029-291-6173

3100852 茨城県水戸市笠原町1568-1

○

0810114702

医療法人社団 いばらき会

いばらき診療所 みと

029-228-6100

3100063 茨城県水戸市五軒町1-3-34第一会計ビル

○

0810114710

医療法人 桜丘会

医療法人 桜丘会 水戸ブレインハートセン
ター

029-222-7007

3100004 茨城県水戸市青柳町4028

○

0810114728

佐藤 正

鈴木産婦人科医院

029-221-3932

3100818 茨城県水戸市東台1-10-19

○

0810211961

藤田 穣

永山医院

0294-43-1231

3191414 茨城県日立市日高町2-7-6

○

0810211995

川西 和成

川西医院

0294-35-8148

3160032 茨城県日立市西成沢町4-34-8

○

0810212001

川井 利康

かわい整形外科クリニック

0294-33-5576

3191414 茨城県日立市日高町1-27-8

○

0810212027

医療法人 秀仁会

川島クリニック

0294-35-1266

3160002 茨城県日立市桜川町1-1-1

○

0810312165

大塚 定徳

大塚クリニック

029-832-7555

3000011 茨城県土浦市神立中央3-9-1

○

0810312173

医療法人社団 白浜会

医療法人社団 白浜会 ひろたこどもクリニック

029-827-4150

3000045 茨城県土浦市文京町11-3

○

0810411389

松永 弘之

松永外科医院

0280-32-1648

3060013 茨城県古河市東本町3-15-36

○

0810411447

医療法人社団 尽徳会

医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック

0280-23-2618

3060205 茨城県古河市関戸1630-8

○

0810411454

加藤 修

かとう耳鼻咽喉科クリニック

0280-91-0133

3060204 茨城県古河市下大野2917-1

○

0810411462

牧山 縁

三省堂耳鼻咽喉科医院

0280-22-0519

3060033 茨城県古河市中央町1-8-35

○

0810511006

田中 純

田中クリニック

0299-23-2288

3150005 茨城県石岡市鹿の子1-11-10

○

0810611459

医療法人 修英会

大空こどもクリニック

0296-20-1250

3080005 茨城県筑西市中舘136-3

○

0810710657

佐久間 健一

佐久間耳鼻咽喉科

0296-33-3403

3070001 茨城県結城市結城368-3

○

0810710665

蘇原 織吉

蘇原内科医院

0296-33-3927

3070001 茨城県結城市結城421

○

0810810804

渡利 昭彦

渡利耳鼻咽喉科医院

0297-62-4133

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3585-2

○

0810810812

医療法人社団 ゆびきたす

ユビキタスクリニック龍ヶ崎

0297-60-7900

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘7-1-6泉ハイツ101

○

0810810820

五十嵐 俊夫

いがらしクリニック

0297-62-0936

3010826 茨城県龍ケ崎市栄町4659-3

○

0810810846

細井 大二

細井クリニック

029-766-2000

3010043 茨城県龍ケ崎市松葉3-5-7

○

0811010503

三津山 勇人

三津山クリニック

0296-48-9131

3040023 茨城県下妻市大串452-2

○

0811110592

医療法人 仁愛会

水海道厚生病院

0297-27-0721

3030043 茨城県常総市内守谷町3370-7

○

0811210376

谷下田 敏夫

賀美診療所

0294-82-2101

3110507 茨城県常陸太田市小菅町406

○

0811610559

医療法人 浩成会

医療法人 浩成会 菅谷医院

0299-45-2172

3190202 茨城県笠間市下郷4425-37

○

0811711241

医療法人社団 英彩会

有田内科整形リハビリクリニック

0297-70-3331

3001537 茨城県取手市毛有363-2

○

0811711266

海老原 聰

海老原医院

0297-78-8400

3020032 茨城県取手市野々井636

○

茨城県つくばみらい市陽光台4-106-3ハイツ
YHⅢ102号

○
○

0811910769

医療法人 なかの循環器クリニック

医療法人 なかの循環器クリニック

029-846-2000

3001234 茨城県牛久市中央1-21-3

○

0811910777

川西 洋一

牛久中央クリニック

029-8288800

3001234 茨城県牛久市中央1-21-3

○

0811910785

医療法人社団 橘会

さくら台土肥クリニック

029-878-3131

3001217 茨城県牛久市さくら台1-1-1

○

0811910793

医療法人社団 千空

そうだ耳鼻咽喉科クリニック

029-878--3387

3001207 茨城県牛久市ひたち野東1-14-3

○

0811910819

島田 忍

ウイング眼科

029-878-3017

3001207

0811910827

小池 右

オアシス脳神経クリニック

029-871-2211

3001206 茨城県牛久市ひたち野西4-16-1

○

0812012573

山田 国央

つくば眼科 山田医院

029-871-4936

3001245 茨城県つくば市高崎41-13

○

0812012581

末廣 和代

つくばシティアすえひろ眼科

029-849-0177

3050031

0812012599

医療法人 恵聖会

さくら眼科クリニック

029-850-5500

3050028 茨城県つくば市妻木1424

○

0812012623

林 彩子

林医院

029-867-0114

3004231 茨城県つくば市北条19-2

○

0812012631

医療法人 大見会

大見クリニック

029-857-7373

3050021 茨城県つくば市古来320-5

○

0812012649

医療法人 丹誠会

紫峰の森 クリニック

029-848-2348

3002655 茨城県つくば市島名472-1

○

0812111417

医療法人社団 秀峰会

医療法人社団 秀峰会 つだ中央クリニック

029-303-7555

3120032 茨城県ひたちなか市津田3728-1

○

0812111425

泉 雅子

いずみ眼科クリニック

029-219-5687

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3444-8

○

0812111433

飯嶋 佳路

アイメンタルクリニック

029-272-4976

3120045

0812210516

照沼 積

かしま耳鼻咽喉科医院

0299-90-8733

3140031 茨城県鹿嶋市宮中1-10-18

○

0812410470

山口 良成

けやき台整形外科クリニック

0297-45-8777

3020128 茨城県守谷市けやき台2-12-18

○

0812410488

医療法人 広翔会

医療法人 広翔会 貝塚みずき野クリニック

0297-21-1221

3020121 茨城県守谷市みずき野7-16-3

○

0812410504

森井 健

もりい内科クリニック

0297-44-5267

3020118 茨城県守谷市立沢2058-5

○

0812410512

寺本 知史

寺本こども赤ちゃんクリニック

0297-44-5563

3020118 茨城県守谷市立沢2058-6

○

0812410520

森澤 清秀

ゆりがおかクリニック

0297-47-1144

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘3-2660-11

○

0812410546

篠﨑 英雄

お産の森 いのちのもり 産科婦人科 篠﨑医
院

0297-44-6203

3020116 茨城県守谷市大柏1067-1

○

0812510295

岡崎 匡雄

岡崎外科医院

0295-52-0547

3192265 茨城県常陸大宮市中富町1003-6

○

0812610384

医療法人社団 どんぐり会

那珂キッズクリニック小児科

029-212-5885

3110110 茨城県那珂市竹ノ内3-2-2

○

0812710200

医療法人 慈厚会

江戸崎ひかりクリニック

029-834-5777

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲3557-1

○

0812710218

岩城 祥樹

いわき内科クリニック

029-875-5100

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲1503-1

○

0812810166

白井 潤二

白井こどもクリニック

029-831-3803

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉2-14-11

○

0813111135

医療法人 桜丘会

医療法人桜丘会 桜ヶ丘クリニック

029-292-1251

3113156 茨城県東茨城郡茨城町奥谷1076

○

0813811072

医療法人 印南クリニック

印南クリニック

029-834-2222

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷1329-1

○

0813811080

日高 真

しんクリニック

029-875-5686

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷2-20-4

○

0813811106

安部 伊知朗

あべ整形外科

029-875-5303

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央6-20-1

○

0813811122

海老原 研一

あみ眼科クリニック

029-887-5681

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎1-29-13

○

0813811130

医療法人社団 慈恵会

あみ小林クリニック

029-888-2200

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗1765-1

○

0814410593

服部 光治

服部内科医院

0297-84-6063

3001622 茨城県北相馬郡利根町布川2830-1

○

0817110299

土井 美幸

大塚医院

0299-55-0512

3004422 茨城県桜川市真壁町亀熊1900

○

0817310188

辻野 昭人

みらい平整形外科クリニック

0297-44-6636

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-672-1

○

0830133492

金澤 俊二

金澤歯科医院

029-252-4180

3100045 茨城県水戸市新原2-5-9

○

0830133500

田中 久

むろふし歯科

029-248-3500

3100836 茨城県水戸市元吉田町2197-12

○

0830133518

大金 誠

大金歯科医院

029-221-7486

3100063 茨城県水戸市五軒町2-1-10

○

0830133526

医療法人社団藤美会

医療法人社団藤美会 パール歯科医院

029-259-1108

3190394

0830133534

中島 繁樹

中島歯科医院

029-252-7172

3100905 茨城県水戸市石川1-4022-8

茨城県牛久市ひたち野東4-2-1ひたち野ガー
デン

茨城県つくば市吾妻2-8-8つくばシティアビル
3階

茨城県ひたちなか市勝田中央5-1平戸ビル2
階

茨城県水戸市中原町135イオン水戸内原
SC1F

○

○

○

○
○

茨城県水戸市宮町2-3-38ホテルシルバーイ
ン3F

0830133542

飯島 重樹

いいじま矯正歯科

029-300-3030

3100015

0830231742

須田 聡

須田歯科医院

0294-36-2389

3160002 茨城県日立市桜川町1-6-13

○

0830231759

間宮 髙弘

間宮歯科医院

0294-23-0888

3170071 茨城県日立市鹿島町1-6-15

○

0830231767

医療法人 日立北デンタルクリニック

日立北デンタルクリニック

0294-20-6667

3191304 茨城県日立市十王町友部201-5

○

0830231775

瀬尾 修一

瀬尾歯科医院

0294-36-0621

3160004 茨城県日立市東多賀町5－19－5

○

0830331963

医療法人社団 賢雅会

医療法人社団 賢雅会 あおぞら歯科クリニッ
ク

029-825-2332

3000045 茨城県土浦市文京町11-7

○

0830331997

医療法人 たかぎ歯科

医療法人 たかぎ歯科

029-822-3111

3000814 茨城県土浦市国分町4-15

○

0830332003

高田 智子

高田歯科クリニック

029-875-6575

3000814 茨城県土浦市国分町7-53-12

○

0830332011

医療法人 神立デンタルクリニック

医療法人 神立デンタルクリニック

029-830-2161

3000013 茨城県土浦市神立町682-45

○

0830332029

医療法人 根本歯科医院

根本歯科医院

029-832-3500

3000011 茨城県土浦市神立中央1-16-11

○

0830332037

飯田 裕

つくばオーラルケアクリニック

029-879-5255

3000871

0830332045

植田 真弘

植田歯科

029-879-5673

3000037 茨城県土浦市桜町3-8-13

○

0830431151

森 仁

さくら歯科医院

0280-93-0323

3060204 茨城県古河市下大野2828-7

○

0830431177

佐藤 昌代

佐藤デンタルクリニック

0280-32-0730

3060023 茨城県古河市本町2-5-40

○

0830530796

横川 早苗

横川矯正歯科

0299-24-4118

3150014 茨城県石岡市国府4-5-4

○

0830631156

黒川 紀夫

黒川歯科医院

0296-25-0439

3080825 茨城県筑西市下中山733-1

○

0830631164

橋本 昭

橋本歯科クリニック

0296-57-7551

3091116 茨城県筑西市横塚87-3

○

0830730479

城戸 衛

きど歯科クリニック

0296-48-8295

3070001

茨城県結城市結城11839-1ヨークタウンユウ
キ内

○

0830830865

新井 政人

サプラファミリー歯科

0297-65-4853

3010044

茨城県龍ケ崎市小柴5-1-2ショッピングセン
ターサプラ2F

○

0830830873

川村 晃

あきら歯科クリニック

0297-84-1115

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町516

○

0831030432

皆葉 仁

みなば歯科クリニック

0296-30-4618

3040055 茨城県下妻市砂沼新田44-1

○

0831130554

松崎 和江

松崎歯科医院

0297-42-2403

3002706 茨城県常総市新石下257-1

○

0831230446

医療法人H＆S

菊池歯科クリニック

0294-72-1888

3130004 茨城県常陸太田市馬場町85-1KKビル2階

○

0831731146

東原 一博

ひがしはら歯科医院

0297-84-6550

3020026 茨城県取手市稲1014-1

○

0831731153

野村 宏

野村歯科医院

0297-74-8811

3020017 茨城県取手市桑原1081

○

0831731161

寺田 晋

てらだ歯科クリニック

0297-79-1182

3020034 茨城県取手市戸頭4-20-21

○

0831830484

医療法人 清風会

東洋歯科クリニック

0297-30-3006

3060515 茨城県坂東市沓掛3971

○

0831930870

土井 康弘

どい歯科医院

029-873-0590

3001206 茨城県牛久市ひたち野西2-23-1

○

0832031611

医療法人社団 幸寿会

医療法人社団幸寿会りすの森デンタルクリニッ
ク

029-867-6480

3004231 茨城県つくば市北条1579

○

0832031827

大河原 純也

ありす歯科医院

029-852-1414

3050046 茨城県つくば市東2-30-4

○

0832031876

鈴木 冨士雄

二の宮歯科医院

029-855-2005

3050051 茨城県つくば市二の宮3-21-1

○

0832031884

山口 昭

クローバー歯科医院

029-875-8817

3050035 茨城県つくば市松代2-14-9シグマボックス1F

○

0832031926

山中 幸子

あらい歯科

029-875-8117

3050044 茨城県つくば市並木3-17-9

○

0832031934

徳永 一充

徳永歯科医院

029-863-0551

3050027 茨城県つくば市東岡333-1

○

0832031942

医療法人 緑生会

医療法人緑生会 つくばスマイル歯科クリニッ
ク

029-875-5381

3050046 茨城県つくば市東2-31-5巴事務所103

○

0832131049

佐藤 崇哲

さとう歯科クリニック

029-270-0310

3120011 茨城県ひたちなか市中根4773-7

○

0832131056

島田 学

あおぞら歯科クリニック

029-219-5644

3120011 茨城県ひたちなか市中根3646-10

○

0832131064

渡邉 真人

わたなべ歯科クリニック

029-219-4182

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3125-11

○

0832230429

鬼澤 隆之

鬼澤歯科医院第2診療所

0299-94-5525

3140000 茨城県鹿嶋市緑ヶ丘1－7－10

○

0832430482

大浦 信也

エール歯科クリニック

0297-44-5899

3020115 茨城県守谷市守谷2-16-1アワーズもりや2階

○

0832430490

医療法人社団 千松会

医療法人社団千松会 サンテラスデンタルクリ
ニック

0297-47-8282

3020104 茨城県守谷市久保ケ丘2-1-1

○

茨城県土浦市荒川沖東2-16アライテナント
A101

○

○

0832630289

宍戸 祐一

ししど歯科クリニック

029-219-5118

3110113 茨城県那珂市中台715-15

○

0832630297

長島 正尚

ながしま歯科医院

029-219-6322

3110105 茨城県那珂市菅谷765-4

○

0832730220

大里 一

おおさと歯科医院

0299-94-5118

3000726 茨城県稲敷市西代1409

○

0832730238

清原 秀樹

清原歯科医院

029-893-1182

3000505 茨城県稲敷市村田129-1

○

0832830194

會澤 臣

あいざわ歯科医院

0299-59-2717

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉1966-2

○

0833030158

医療法人社団 楽生会

たいよう行方歯科診療所

0299-73-0016

3113811 茨城県行方市四鹿1265

○

0833131238

医療法人社団 秀明会

加部東歯科医院

029-267-3458

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町64-128

○

0834230450

鈴木 正一

鈴木歯科

0296-30-2337

3003545 茨城県結城郡八千代町東蕗田681-9

○

0837130285

枝 孝司

枝歯科医院

0296-55-0053

3004411 茨城県桜川市真壁町田306-4

○

0837230283

河原 一茂

河原歯科医院

0291-33-3863

3111517 茨城県鉾田市鉾田1617

○

0837230309

医療法人社団 秀明会

加部東歯科医院 鉾田分院

0291-39-4818

3112103 茨城県鉾田市汲上1186

○

0837230317

出久根 亮一

出久根歯科医院

0291-32-2410

3111517 茨城県鉾田市鉾田2588-1

○

0837330182

医療法人 恵潤会

医療法人 恵潤会 小絹つるみ歯科医院

0297-21-6543

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台1-1-4

○

0837430198

宇野 真理子

佐久間歯科

0299-48-3983

3190106 茨城県小美玉市堅倉1617-1

○

0860190206

社会福祉法人 尚生会

訪問看護ステーショングリーンハウスみと

029-305-6681

3100852 茨城県水戸市笠原町1361-2

○

0862090107

一般社団法人 ヘルスケア TERMS

訪問看護ステーション TERMS

029-839-2355

3002658

0810114744

医療法人 健清会

那珂記念MITOクリニック

029-300-3355

3100015 茨城県水戸市宮町1-7-33

○

0810114751

医療法人 一薫会

医療法人 一薫会 いぐち皮フ科形成外科クリ
ニック

029-297-8863

3100841 茨城県水戸市酒門町下千束1571-1

○

0810114777

医療法人財団 古宿会

水戸中央クリニック

029-226-8121

3100817 茨城県水戸市柳町1-15-1

○

0810114785

医療法人 鳳香会

五軒町クリニック

029-291-5515

3100063

0810312199

医療法人社団 萩原同仁会

萩原同仁クリニック

029-832-2111

3000011 茨城県土浦市神立中央5－24－25

○

0810312207

遠藤 拓男

しほう医院

029-823-9511

3000805 茨城県土浦市宍塚1945－1

○

0810411488

日本赤十字社 茨城支部

古河赤十字病院

0280-23-7111

3060014 茨城県古河市下山町1150

○

0810411496

小柳 政明

クリニックゆうりん

0280-23-5951

3060232 茨城県古河市東牛谷135-2

○

0810611467

池田 仁

杏林堂医院

0296-24-5631

3080825 茨城県筑西市下中山582-3

○

0810611475

関谷 榮規

せきや眼科クリニック

0296-52-8770

3004516 茨城県筑西市新井新田42-30

○

0810611483

小松嵜 孝

こまつざき眼科クリニック

0296-23-1231

3080841 茨城県筑西市二木成1318

○

0810710673

医療法人 孝寿会

しもふさクリニック

0296-20-9119

3070043 茨城県結城市武井1244－4

○

0810710681

岩崎 聡司

あおぞら整形外科

0296-20-8611

3070053 茨城県結城市新福寺6-6-3

○

0810710699

白石 郁夫

さわやか内科・小児科

0296-20-8655

3070053 茨城県結城市新福寺6-6-8

○

0810810861

松本 容子

松本アイクリニック

0297-85-2205

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町790－2

○

0811010511

医療法人 宇津野医院

医療法人 宇津野医院

0296-45-0311

3040068 茨城県下妻市下妻丁373－15

○

0811010529

医療法人 加倉井皮膚科クリニック

加倉井皮膚科クリニック

0296-30-5007

3040051 茨城県下妻市小島905-1

○

0811110618

医療法人 さくらばし

桜橋クリニック

0297-23-0271

3030003 茨城県常総市水海道橋本町3296－11

○

0811410356

永山 大

永山耳鼻咽喉科眼科医院

0293-22-2237

3180032 茨城県高萩市大和町1-7

○

0811810399

医療法人 江東会

医療法人 江東会 存身堂医院

0297-35-1011

3060631 茨城県坂東市岩井3293

○

0811910843

医療法人社団 祐稀会

医療法人社団 祐稀会 奥田整形外科クリニッ
ク

029-846-7788

3001234 茨城県牛久市中央1-21-3

○

0812012656

和田 由香

谷田部診療所

029-836-1606

3050861 茨城県つくば市谷田部6123-1

○

0812012664

医療法人 筑峰会

飯田医院

029-866-0025

3004353 茨城県つくば市沼田101

○

0812012680

杉谷 武彦

杉谷メディカルクリニック

029-879-9310

3050817 茨城県つくば市研究学園4-4-11

○

0812012698

渡辺 拓自

つくば在宅クリニック

029-886-6123

3050054 茨城県つくば市西大沼637-5

○

茨城県つくば市諏訪C2街区1 ｾﾚｰﾉ壱番館
104

茨城県水戸市五軒町2-1-10レーベンハイム
五軒町レジデンス102号

○

○

0812012706

林 志光

コミュニティクリニック・つくば

029-875-5465

3050817

茨城県つくば市研究学園D6街区3号研究学
園駅前岡田ビル3F

○

0812012714

飯村 陽一

研究学園いいむら耳鼻咽喉科

029-879-9770

3050817

茨城県つくば市研究学園5-12-4研究学園駅
前岡田ビル3F

○

0812012722

中嶋 光博

中嶋こどもクリニック

029-895-6027

3050822 茨城県つくば市苅間篠前1620－7

○

0812111441

医療法人 真道会

わたなべ内科クリニック

029-202-6155

3120061 茨城県ひたちなか市稲田38-1

○

0812111458

安積 靖敏

あさか耳鼻咽喉科クリニック

029-219-7601

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2713－1

○

0812111466

本間 源基

ひたちなか市休日夜間診療所

029-274-3240

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-32

○

0812210524

医療法人社団 善仁会

たるいこどもクリニック

0299-77-9911

3140000 茨城県鹿嶋市厨4-2-5

○

0812310241

久保 浩之

久保病院

0299-64-6116

3112436 茨城県潮来市牛堀821-1

○

0812410561

医療法人財団 健康睡眠会

医療法人財団 健康睡眠会 もりやクリープク
リニック

0297-21-0840

3020100

0812410579

医療法人社団 いとう眼科

いとう眼科

0297-20-0101

3020115 茨城県守谷市中央3－11－2

0812410587

医療法人 仁愛会

まつの木クリニック

0297-45-6180

3020115

0812410595

髙橋 浩子

たかはし眼科

0297-44-7734

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘3-249-1

○

0812510303

医療法人 緒川クリニック

緒川クリニック

0295-54-3331

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬1426-1

○

0812610392

医療法人慈心会

那珂中央クリニック

029-298-7811

3110134 茨城県那珂市飯田1733－1

○

0812610400

伊藤 聡

ののがき脳神経外科クリニック

029-352-0555

3110113 茨城県那珂市中台749

○

0812610418

医療法人鈴木呼吸器科内科

鈴木呼吸器科内科

029-353-2811

3110113 茨城県那珂市中台749－4

○

0812710226

医療法人 詢誠会

江戸崎眼科

029-892-0262

3000508 茨城県稲敷市佐倉3298－1

○

0812810174

酒井 元

酒井医院

029-821-5615

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉4468-1

○

0812810182

菊池 一郎

菊池整形外科クリニック

0299-59-1181

3150051 茨城県かすみがうら市新治1827-34

○

0812910396

渡辺 絵美

わたなべ眼科クリニック

0299-77-8772

3140144 茨城県神栖市大野原1-6-4

○

0813811148

医療法人 幸成会

なるしま内科医院

029-869-4820

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-22-1

○

0813811155

辻 茂希

つじ耳鼻咽喉科クリニック

029-801-3387

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野4-27-5

○

0814310835

医療法人社団 順孝会

すぎた眼科

0280-81-1600

3060400 茨城県猿島郡境町38-3

○

0817310196

平井 浩気

平井医院

0297-58-3311

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2258－2

○

0817310204

小田 洋英

アイクリニック小田眼科

0297-58-5058

3002353 茨城県つくばみらい市小張2751-1

○

0817310238

医療法人みらい平クリニック

みらい平クリニック

0297-38-4023

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台3－138－7

○

0830133567

増田 友邦

水戸常北歯科

029-229-8801

3114201 茨城県水戸市藤井町字南光明地246-1

○

0830133575

医療法人緑生会

医療法人緑生会 水戸エンゼル歯科クリニック

029-291-8885

3100911 茨城県水戸市見和2－253－9

○

0830133583

小林 充明

三の丸歯科医院

029-221-3497

3100011 茨城県水戸市三の丸1－1－27

○

0830133617

加藤 毅

加藤歯科医院

029-221-2622

3100026 茨城県水戸市泉町1-7-32

○

0830231783

医療法人SHPI

こばやし歯科クリニック

0294-52-6480

3191234 茨城県日立市大和田町684－1

○

0830332060

長谷川 正美

神立中央歯科医院

029-834-0888

3000011 茨城県土浦市神立中央3－19－33

○

0830332078

医療法人社団 桜美会

さくら歯科クリニック

029-835-6770

3000834 茨城県土浦市小岩田東1－3－21

○

0830431201

医療法人社団 惠安会

医療法人社団惠安会 アイルファミリー歯科

0280-32-6480

3060236 茨城県古河市大堤682

○

0830431227

西 晃伸

にし歯科医院

0280-23-1182

3060212 茨城県古河市久能1398-3

○

0830530804

医療法人社団 佳愛会

千葉歯科クリニック

0299-22-5752

3150001 茨城県石岡市石岡1－12－1

○

0830730487

医療法人社団 孝寿会

しもふさクリニック

0296-20-9119

3070043 茨城県結城市武井1244－4

○

0830730495

小島 亮一

こじま歯科医院

0296-48-8550

3070001 茨城県結城市結城6599－1

○

0830830881

医療法人 真健会

とみやま歯科クリニック

0297-65-6500

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町2578－13

○

0830830899

医療法人社団 大伸会

医療法人社団 大伸会 松葉歯科医院

0297-66-0034

3010043

0831130562

植竹 尚徳

植竹歯科医院

0297-44-7707

3002706 茨城県常総市新石下4058

茨城県守谷市中央2－16－1アワーズもりや
1F

茨城県守谷市中央2－16－1アワーズもりや
2F

茨城県龍ケ崎市松葉5－10－8ガーデンコー
ト松葉1-A

○
○
○

○
○

0831731179

医療法人 HSF

ふじなわ歯科医院

0297-73-8200

3020015 茨城県取手市井野台4－23－6

○

0831930888

伊藤 玄

ひたち野歯科医院

029-801-1155

3001203 茨城県牛久市下根町772-4

○

0832031892

-

ほりかわクリニック

0298-77-1002

3003257 茨城県つくば市筑穂2-11-1

○

0832031959

大木 正博

大木歯科医院

029-867-2811

3004218 茨城県つくば市大貫2175

○

0832031967

五十嵐 安之

いがらし歯科クリニック

029-875-8419

3050817

茨城県つくば市研究学園C-49街区2つくばシ
ティア・モアビル102

○

0832031983

堀口 真史

研究学園歯科

029-856-6480

3050817

茨城県つくば市研究学園D4街区3サーパスつ
くば研究学園102

○

0832131072

齊藤 洋一

齊藤歯科ひたち海浜クリニック

029-263-6060

3111243 茨城県ひたちなか市北神敷台18-7

○

0832131080

葛城 康維

かつらぎ歯科医院

029-262-3016

3111203 茨城県ひたちなか市平磯町1266

○

0832330245

内堀 史朗

うちぼり歯科医院

0299-62-2166

3112424 茨城県潮来市潮来490-2

○

0832430508

山﨑 貴也

たかや歯科クリニック

0297-44-5604

3020128 茨城県守谷市けやき台6-8-2，3

○

0832430516

渡邉 大郎

渡辺歯科クリニック

0297-44-5011

3020115 茨城県守谷市中央3-15-3STONEGATE101

○

0832930465

赤松 一成

東部歯科診療所

0299-97-1188

3140115 茨城県神栖市知手3420-85

○

0832930473

鈴木 康文

ワイズデンタルクリニック

0299-96-1137

3140116 茨城県神栖市奥野谷8197

○

0833030166

医療法人社団 盛和会

医療法人社団 盛和会 山口歯科医院

0299-73-2241

3113821 茨城県行方市蔵川433

○

0833131246

宇野 哲平

宇野デンタルクリニック

029-219-6356

3111307 茨城県東茨城郡大洗町桜道252

○

0833131253

温 勝平

松山歯科医院

029-288-5981

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚2289－2

○

0837330190

根本 光

陽光台 根本歯科クリニック

0297-44-7008

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台1－249－9

○

0837430206

小塙 衛

こばなわ歯科医院

0299-58-2437

3113426 茨城県小美玉市下馬場553-1

○

0861590040

企業組合 夢なかま

夢なかま訪問看護ステーション

0293-24-9002

3191554 茨城県北茨城市中郷町粟野1205-5

○

0861790046

医療法人社団輝峰会

訪問看護ステーション東取手

0297-74-5681

3020011 茨城県取手市井野245

○

0862190055

株式会社介護サポート

介護サポートホームほのぼの元町

029-354-5006

3120044 茨城県ひたちなか市元町2-3

○

0863190104

株式会社八重櫻

訪問看護ステーションあゆむ

029-240-7830

3114153 茨城県水戸市河和田町280-10

○

0864290028

医療法人 八千代会 八千代病院

医療法人 八千代会 訪問看護ステーション
やちよ

029-861-0508

3050032 茨城県つくば市竹園1-4-1

○

0810212043

石川 悟

石川クリニック

0294-33-7788

3160015 茨城県日立市金沢町4-24-16

○

0812111474

レパヴー アンドレジェイムス

いちげ皮フ科クリニック

029-219-7704

3120033 茨城県ひたちなか市市毛404-32

○

0830133641

渡野邊 理香

りかデンタルクリニック

029-306-8214

3100911 茨城県水戸市見和2-504-4

○

0830332086

西岡 寛久

ホワイト歯科医院

029-822-4182

3000053 茨城県土浦市真鍋新町18-13土浦ﾋﾟｱﾀｳﾝ2F

○

0831030457

医療法人社団 伸詠会

医療法人社団 伸詠会 メディケア歯科クリ
ニック下妻

0296-30-4184

3040033

茨城県下妻市堀篭972-1 イオンモール下妻
1Ｆ

○

0831130570

湯本 泰弘

きぬの里歯科クリニック

0297-27-0550

3030046 茨城県常総市内守谷町きぬの里3-1-2

0832032015

医療法人社団ブライトデンタルケア

医療法人社団ブライトデンタルケア つくばリボ
ン歯科・矯正歯科

029-879-7145

3050033

0832230437

大森 晃

おおもり歯科クリニック

0299-77-8448

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台2346-5

○

0810114801

医療法人社団 かさの医院

かさの内科医院

029-222-3111

3100056 茨城県水戸市文京1-11-9

○

0810212050

医療法人 圭友会

山手クリニック

0294-33-2121

3160013 茨城県日立市千石町2-13-3

○

0810312223

医療法人社団 叶多内科医院

医療法人社団 叶多内科医院

029-826-1566

3000832 茨城県土浦市桜ケ丘町28-41

○

0810411504

医療法人 恵樹会

いたばし糖尿病内科皮フ科クリニック

0280-23-2890

3060232 茨城県古河市東牛谷815-1

○

0811010545

松田 恭寿

まつだこどもクリニック

0296-30-5558

3040056 茨城県下妻市長塚423-1

○

0811510320

医療法人 琴音会

にいさと眼科クリニック

0293-43-1200

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-177

○

0812012748

大久保 武人

つくば ねむりとこころのクリニック

029-875-3578

3050028 茨城県つくば市妻木637-1

○

0812510311

常陸大宮市

常陸大宮市国民健康保険美和診療所

0295-58-2859

3192601 茨城県常陸大宮市高部5281-1

○

0812910404

医療法人玉心会

鹿嶋ハートクリニック

0299-77-8888

3140146 茨城県神栖市平泉1-168

○

0830231791

医療法人AGAPE

アン歯科クリニック

0294-53-1577

3191222 茨城県日立市久慈町2-18-16

○

茨城県つくば市東新井15-4関友つくば第2ﾋﾞ
ﾙ1F

○
○

0830431243

小倉 一宏

小倉歯科東クリニック

0280-97-2277

3060232 茨城県古河市東牛谷522-1

○

0861990067

株式会社 敬明

ケア処牛久 訪問看護ステーション

029-875-3362

3001221 茨城県牛久市牛久町3290-1

○

0810114819

田口 雅一

田口同仁クリニック

029-259-2555

3190315 茨城県水戸市内原町910-1

○

0810212068

医療法人 安東クリニック

医療法人安東クリニック

0294-28-8686

3160023 茨城県日立市東大沼町3-15-5

○

0810611491

医療法人 春陽会

おくだ眼科クリニック

0296-21-0511

3080803 茨城県筑西市直井959-2

○

0811510338

医療法人社団 桜悠会

いそはらクリニック

0293-30-1580

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原4-112-2

○

0811711274

医療法人 櫻友会

取手中央病院

0297-72-1133

3020022 茨城県取手市本郷3-2-1

○

0811910850

柴田 徹

ふたばこどもクリニック

0298-73-1501

3001203 茨城県牛久市下根町1477-49

○

0812111482

医療法人社団 亘洋会

湊整形外科・内科

029-263-7255

3111225 茨城県ひたちなか市釈迦町15-9

○

0817310246

医療法人社団 貴風会

医療法人貴風会なかざわクリニック

0297-34-1122

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-682-7

○

0832032023

松本 聡

松本歯科医院

029-836-9743

3050854 茨城県つくば市上横場2176-1

○

0811810415

只野 孝

クリニック結

0297-44-7148

3060642 茨城県坂東市長谷1775-4

○

0812012755

野堀 秀穂

野堀眼科クリニック

029-886-3636

3002633 茨城県つくば市遠東779-1

○

0830133658

森永 桂輔

森永歯科医院

029-225-1081

3100803 茨城県水戸市城南2-15-30

○

0830133666

月村 光志

堀スマイル歯科

029-252-5584

3100903 茨城県水戸市堀町1163-18

○

0832330252

大森 陽一

大森歯科医院

0299-64-6589

3112436 茨城県潮来市牛堀424-1

○

0861590057

医療法人社団 桜悠会

訪問看護ステーション はんどはぁと

0293-24-9811

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原4-112-2

○

0865590012

みらい在宅ケア 株式会社

みらい訪問看護ステーション

0297-44-8868

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台1-1-2-B-1725

○

0812012789

医療法人 天貝整形外科クリニック

天貝整形外科クリニック

029-839-9151

3050857 茨城県つくば市羽成686-18

○

0813111143

會澤 治

あいざわクリニック

029-219-8151

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1015-1

○

0832032031

髙田 将生

髙田歯科医院

029-875-6489

3002656 茨城県つくば市真瀬603-1

○

0832032049

網代 浩幸

あじろ歯科

029-886-3993

3050832 茨城県つくば市西岡240-3

○

0810611509

富澤 英紀

とみざわハートクリニック

0296-28-1700

3080854 茨城県筑西市女方688-1

○

0810611517

市川 日出勝

のかおい整形外科

0296-21-5880

3080127 茨城県筑西市関本下1922-1

○

0810810887

兼川 潤一

松葉クリニック

0297-65-7882

3010043 茨城県龍ケ崎市松葉4-10-17

○

0811610575

柳橋 互

柳橋医院

0296-74-2302

3091635 茨城県笠間市稲田755

○

0812410629

医療法人社団 芙友会

医療法人社団芙友会海野メディカルクリニック

0297-20-0605

3020127

0830133674

鈴木 史一

水戸デンタルケアクリニック

029-233-7789

3100813 茨城県水戸市浜田町610-1

○

0831930912

医療法人社団 陵栄会

医療法人社団陵栄会牛久デンタルクリニック

0298-72-8114

3001234 茨城県牛久市中央34-3シイナビル1階

○

0832430524

西川 哲次

守谷ふれあい歯科

0297-44-8201

3020116 茨城県守谷市大柏1005-24

○

0832630305

久保田 佐和子

久保田歯科医院

029-296-0041

3192102 茨城県那珂市瓜連1647

○

0860390087

株式会社 らふえる

らふえる訪問看護ステーション

029-875-6828

3000848 茨城県土浦市西根西１－７－９

○

0810114827

服部 智行

エクセルメディカルクリニック

029-233-6676

3100015

0810411512

医療法人 孝寿会

みわの郷クリニック

0280-75-0119

3060111 茨城県古河市大和田1802-1

○

0810411520

石井 義和

石井内科クリニック

0280-23-1771

3060236 茨城県古河市大堤120-1

○

0811910876

琴寄 誠

ことより医院

029-870-5480

3001234 茨城県牛久市中央5-12-17

○

0830133682

医療法人社団 美桜会

田崎歯科

029-244-0208

3100851 茨城県水戸市千波町236-3

○

0831030465

飯村 一弘

ほほえみ歯科診療所

0296-43-1178

3040041 茨城県下妻市古沢7-1

○

0831230453

後藤 和朗

後藤歯科診療所

0294-72-0113

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町2021-7

○

0860790047

株式会社 コミュニティー研究所

訪問看護ステーション 陽だまり

0296-54-4547

3070001 茨城県結城市結城9143-2

○

0810212076

稲葉 治

稲葉眼科医院

0294-36-0279

3160006 茨城県日立市末広町2－7－1

○

茨城県守谷市松ケ丘6-6-1アクロスモール守
谷

茨城県水戸市宮町1-1-1水戸エクセル北口1
階

○

○

0810411538

医療法人 田中医院

田中医院

0280-23-0600

3060037 茨城県古河市錦町5－3

○

0810411546

医療法人 悠生会

おかざき眼科皮膚科

0280-30-1131

3060023 茨城県古河市本町4－11－6

○

0811110626

医療法人社団 眞澄会

大塚クリニック

0297-20-2400

3002505 茨城県常総市中妻町2620

○

0811711282

医療法人社団 寿幸会

かんの産婦人科クリニック

0297-83-0321

3001512 茨城県取手市藤代1076

○

0811711308

医療法人社団 成裕会

医療法人社団成裕会桜が丘メルクリニック

297-70-3070

3001525 茨城県取手市桜が丘1－17－1

○

0812012797

医療法人 小田内科クリニック

医療法人小田内科クリニック

029-867-2471

3004223 茨城県つくば市小田2951－5

○

0812012805

村上 博之

つくばけやき眼科

029-875-6660

3050034

0830231809

齋藤 高

たかいそ海岸

0294-33-5648

3191414 茨城県日立市日高町4-18-15

○

0831630553

医療法人 泉川歯科医院

医療法人 泉川歯科医院

0296-77-8131

3091703 茨城県笠間市鯉淵6740-10

○

0832032056

豊福 偉大

つくば万博歯科

029-848-1171

3002655

0810212084

医療法人社団 グルコピア日立

医療法人社団グルコピア日立

0294-27-7211

3170052 茨城県日立市東滑川町1-38-10

○

0811410364

石川 敦庸

石川内科クリニック

0293-44-3366

3180021 茨城県高萩市安良川195-3

○

0812410637

塚越 芳久

守谷メディカルクリニック

0297-47-0213

3020110

0831731187

中村 信太郎

なかむら歯科医院

0297-85-3218

3020039 茨城県取手市ゆめみ野1-74-2

○

0831731195

伊藤 嘉彦

取手デンタルクリニック

0297-84-6418

3020005 茨城県取手市東4-5ミスターマック取手店内

○

0831731203

平山 賢介

ひらやま歯科医院

0297-84-1499

3020021 茨城県取手市寺田4656-4アズーリⅡ1F

○

0831930920

秋山 真人

ひたちの矯正歯科医院

029-875-8552

3001207 茨城県牛久市ひたち野東2-13-33

○

0834331100

中井 巳智代

なかい歯科クリニック

0280-87-8825

3060434 茨城県猿島郡境町上小橋564-5

○

0812310266

船坂 元克

船坂医院

0299-66-1285

3112423 茨城県潮来市日の出6-11-13

○

0817310253

石川 敏夫

いしかわ耳鼻咽喉科クリニック

0297-57-8733

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-673-5

○

0830133690

医療法人社団 楽生会

水戸みらいデンタルクリニック

029-291-8000

3100903 茨城県水戸市堀町1762-10

○

0833131279

医療法人社団 楽生会

城ノ内歯科クリニック

029-306-7711

3113138 茨城県東茨城郡茨城町城之内742-23

○

0811010552

名越 洋

ほりごめクリニック

0296-43-8136

3040033

0812012813

医療法人社団 興明会

医療法人社団興明会つくば賢クリニック

029-861-0100

3050034 茨城県つくば市小野崎286-7

○

0830431250

廣瀬 倫子

木村歯科医院

0280-78-0610

3060114 茨城県古河市山田466

○

0832032064

医療法人社団 和晃会

医療法人社団和晃会TX歯科

029-828-8241

3050817

0832830202

宇野 哲朗

宇野歯科医院

0299-59-7710

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉1665-1

○

0812012821

野口 佳子

のぐち内科クリニック

029-852-3001

3050028 茨城県つくば市妻木635-1

○

0812012839

轟 健

ふる里クリニック

029-851-5526

3050035 茨城県つくば市松代5-5-12

○

0830133716

医療法人社団 陵栄会

医療法人社団陵栄会水戸デンタルクリニック

029-232-9910

3100805

0830231825

三野 智子

さくら歯科医院

0294-33-6632

3191412 茨城県日立市折笠町322-4

○

0832430557

連石 宏一郎

つれいし歯科クリニック

0297-51-3320

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘1-2488-11

○

0810312231

辻 久茂

天川 クリニック

029-822-0844

3000818 茨城県土浦市天川1-28-12

○

0810611525

医療法人 安分堂濱名医院

医療法人安分堂濱名医院

0296-37-6920

3080122 茨城県筑西市関本上1412-2

○

0810611533

野木 俊二

のぎ小児科

0296-28-8611

3080847 茨城県筑西市玉戸1270-1075

○

0811711324

許 表楷

ゆめみ野クリニック整形外科

0297-78-7111

3020039 茨城県取手市ゆめみ野1-71-3

○

0812410645

黒田 啓

くろだ皮膚科

0297-44-9622

3020115

0812810190

太田 仁

太田医院

0299-59-2026

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉1598-1

○

0813111150

医療法人 白櫻会

城里慶友整形外科

029-291-8908

3114302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1416

○

0817110349

医療法人 公奉会

タンポポクリニック

0296-70-4402

3091211 茨城県桜川市岩瀬364-5

○

0830133724

外山 敬三

外山歯科医院

029-254-6155

3114143 茨城県水戸市大塚町1741-11

○

茨城県つくば市小野崎278－1ＬＡＬＡガーデン
つくば1Ｆ

茨城県つくば市島名福田坪土地区画整理
B48街区

茨城県守谷市百合ケ丘3-249-1イオンタウン
守谷2階区画No.236

茨城県下妻市堀篭972-1イオンモール下妻１
階

茨城県つくば市研究学園C50街区1イーアス
つくばメディカルポート内

茨城県水戸市中央2-2-1アーバンスタービル
202号室

茨城県守谷市中央1-23-4アクロスプラザ守
谷2Ｆ

○

○

○

○

○

○

○

0830530812

岡﨑 芳子

岡﨑歯科診療所

0299-22-2756

3150013 茨城県石岡市府中1-5-18

○

0831830492

木村 大

沓掛歯科医院

0297-44-2155

3060514 茨城県坂東市内野山1199-1

○

0832230239

宮作 千恵子

宮作歯科医院

0299-82-2059

3140031 茨城県鹿嶋市宮中4-2-1

○

0832530232

立原 輝明

立原歯科医院

0295-55-8241

3192131 茨城県常陸大宮市下村田2387ピサーロ1Ｆ

○

0833831365

緑川 恵樹

本郷歯科医院

029-841-0428

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野2-21-24

○

0860190198

公益社団法人茨城県看護協会

公益社団法人茨城県看護協会 訪問看護ス
テーション 絆

029-221-7150

3100034 茨城県水戸市緑町3-5-40

○

0810114835

医療法人社団 大清会

医療法人社団大清会かわだクリニック

029-257-2322

3114152 茨城県水戸市河和田3-2351-4

○

0810114843

工藤 貴正

中央泌尿器科クリニック

029-302-5243

3100004 茨城県水戸市青柳町4052-6

○

0810114850

澤田 俊道

澤田医院

029-221-5277

3100845 茨城県水戸市吉沢町354-39

○

0810212100

篠原 祐之

篠原医院

0294-33-2357

3160003 茨城県日立市多賀町3-14-8

○

0810411553

医療法人社団 應誠会あさま耳鼻咽喉科医院

医療法人社団應誠会あさま耳鼻咽喉科医院

0280-92-9080

3060226 茨城県古河市女沼656-1

○

0810611541

後藤 千秋

ごとうクリニック

0296-23-3215

3080051 茨城県筑西市岡芹2162

○

0812012847

医療法人社団 康喜会

辻中つくば胃腸肛門クリニック

029-879-7878

3050032 茨城県つくば市竹園1-4-1南3パークビル2階

○

0830133732

髙根 正敏

水戸さくら通り歯科

029-291-6489

3100847 茨城県水戸市米沢町142-3

○

0832032072

医療法人 山口歯科クリニック

ホワイトエッセンスデンタルオフィス・ゴリ

0296-23-3663

3050034

0833331135

江崎 賢徳

えざき歯科クリニック

029-287-7688

3191112 茨城県那珂郡東海村村松2334-2

○

0834331118

関 清伊

きよいデンタルクリニック

0280-33-7830

3060402 茨城県猿島郡境町猿山145-5

○

0837430214

東 英仁

東歯科医院

0299-56-4856

3190126 茨城県小美玉市大谷518-15

○

0830332102

医療法人社団 ティーズ・デンタルプランニング

医療法人社団ティーズ・デンタルプランニング
土浦スマイル歯科クリニック

029-835-5110

3000811

0831530365

吉田 和夫

磯原ファミリー歯科

0293-43-5919

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-206

0861990075

株式会社 コメディコつくば

訪問看護ステーション グリーン

029-878-2102

3001206

0810114868

医療法人 愛菜会

トレンドクリニック

029-306-7381

3100851 茨城県水戸市千波町1989-1

○

0811810423

田中 勝也

ホスピタル坂東

0297-44-2000

3060515 茨城県坂東市沓掛411

○

0830133740

医療法人 愛菜会

トレンドクリニック

029-306-7381

3100851 茨城県水戸市千波町1989-1

○

0861690022

株式会社シャロン

訪問看護ステーション・シャロン

0296-73-5424

3091611 茨城県笠間市笠間1462-2

○

0860390095

医療法人 秀心会

訪問看護事業所 コスモス

029-886-3430

3000839 茨城県土浦市滝田1-33-1

○

0810114876

山下 雄幸

やましたクリニック

029-257-8200

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1 ﾐｵｽ1F

○

0810114884

亀山 昌明

かめやま内科クリニック

029-353-7711

3111132 茨城県水戸市東前町850

○

0810212118

井村 純也

井村整形外科病院

0294-52-2191

3191221 茨城県日立市大みか町6-4-10

○

0810212126

折野 陽一

川尻整形外科

0294-33-7819

3191411 茨城県日立市川尻町3-9-13

○

0810212134

石川 晶久

石川内科ファミリークリニック

0294-33-8600

3160002 茨城県日立市桜川町3-11-15

○

0810611558

医療法人 関城中央医院皮膚科

医療法人 関城中央医院皮膚科

0296-37-7700

3080127 茨城県筑西市関本下2445

○

0810810895

吉澤 孝史

吉澤胃腸内科医院

0297-66-0977

3010032 茨城県龍ケ崎市佐貫1-4-5

○

0862190063

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンターひたちなか 訪問看護ス
テーション

029-354-0841

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2-6-10

○

0810212142

医療法人社団 そよご会

長山皮膚科医院

0294-33-1858

3160036 茨城県日立市鮎川町1-2-20

○

0810811000

医療法人社団 健幸福会

医療法人社団 健幸福会 龍ヶ崎大徳ヘル
シークリニック

0297-64-3133

3010816

0811910884

医療法人 優光会

さくらい眼科

029-872-6633

3001222 茨城県牛久市南2-25-12

○

0812012854

医療法人社団 豊智会

つくば画像検査センター

029-875-9970

3050005 茨城県つくば市天久保2-1-16

○

0812012862

小川 健

おがわ内科

029-839-3770

3050881

0812210557

新日鐡住金株式会社 鹿島製鐡所

鹿島診療所

0299-84-2934

3140014 茨城県鹿嶋市光3

○

0812410652

医療法人 ひばりの会

医療法人 ひばりの会 もりもとクリニック

0297-45-3500

3020105 茨城県守谷市薬師台1-3-5

○

茨城県つくば市小野崎278-1ＬＡＬＡガーデン
つくば2棟1FD-101号室

茨城県土浦市上高津367イオンモール土浦2
階

茨城県牛久市ひたち野西4-25-5 ＯＮＯＤＡ
ビル1Ｆ

茨城県龍ケ崎市大徳町1298-3大徳ﾍﾙｼｰﾋﾞﾙ
1F

茨城県つくば市みどりのA76街区7画地みどり
のﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1F

○

○
○
○

○

○

0812810208

医療法人 吉田茂耳鼻咽喉科

吉田茂耳鼻咽喉科

029-834-8200

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉3808-1

○

0830133757

医療法人ＭＳＣＡ

御茶園通り歯科クリニック

029-291-8884

3100851 茨城県水戸市千波町462-6

○

0830133773

医療法人Ｚ－ＯＮＥ

浅野歯科医院

029-224-1500

3100817 茨城県水戸市柳町2-2-20

○

0830133781

木田 雅子

木田歯科

029-221-4029

3100021 茨城県水戸市南町3-2-32

○

0831430327

医療法人よつば会

ひがし歯科医院

0293-24-1182

3180014 茨城県高萩市東本町2-46-4

○

0832230445

新日鐡住金株式会社 鹿島製鐵所

鹿島診療所

0299-84-2934

3140014 茨城県鹿嶋市光3

○

0832430565

医療法人社団ＧＬＡＮＺ

医療法人社団ＧＬＡＮＺ 大津歯科医院

0297-45-2366

3020118 茨城県守谷市立沢1163-37

○

0832930481

医療法人社団 善仁会

小山記念病院付属しまぶくろデンタルクリニッ
ク

0299-90-0118

3140142 茨城県神栖市深芝南3-21-1

○

0811210384

医療法人社団 茨腎会

太田ネフロクリニック

0294-80-5031

3130043 茨城県常陸太田市谷河原町1-1660

○

0812610426

谷 大輔

たに内科クリニック

029-229-0721

3192105 茨城県那珂市古徳397-1

○

0817410293

医療法人 宏仁会おみたまクリニック

おみたまクリニック

0299-46-7800

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2663-61

○

0830231833

医療法人社団 弘洋会

島田歯科医院大みか診療所

0294-53-0841

3191221 茨城県日立市大みか町3-22-1

○

0832430573

岩元 健剛

岩元歯科クリニック守谷

0297-44-9626

3020115 茨城県守谷市中央4-12-8Premier M102

○

0833430325

須藤 敦夫

堀江歯科医院

0295-72-0316

3193526 茨城県久慈郡大子町大子650

○

0810212159

医療法人 小泉チルドレンズクリニック

医療法人 小泉チルドレンズクリニック

0294-35-8212

3160036 茨城県日立市鮎川町3-1-21

○

0810212167

新島 光起

新島スカイクリニック

0294-33-5511

3160036 茨城県日立市鮎川町3-1-21

○

0830132619

鈴木 慶洋

ユービ歯科

029-247-8241

3100841 茨城県水戸市酒門町4628-2

○

0830133799

安藤 智也

安藤歯科医院

029-246-1544

3100842 茨城県水戸市けやき台1-23-15

○

0830332136

上野 正博

上野歯科医院

029-821-0885

3000043 茨城県土浦市中央1-14-24

○

0810411561

医療法人櫻樹会

第３さくらい医院

0280-30-0022

3060012 茨城県古河市旭町1-2-17ｲｵﾝ古河店1F

○

0812012870

医療法人 明仁クリニック

こだま在宅クリニック

029-896-3760

3003257

0830133807

医療法人社団 高輪会

医療法人社団高輪会 オレンジ歯科

029-291-6482

3114151 茨城県水戸市姫子1-820-6ｳﾞｨﾗ･ｴｽﾎﾟﾜｰﾙⅠ

○

0830631198

中島 一憲

関口歯科医院

0296-22-2043

3080051 茨城県筑西市岡芹1076-21

○

0860190222

医療法人 清真会

丹野病院訪問看護ステーション

029-226-6555

3100841 茨城県水戸市酒門町4887

○

0860590033

有限会社 義伝商事

ダマリス メモリアル ナンシング ケア

0299-23-2535

3150042 茨城県石岡市茨城1-2-21

○

0810312256

齊藤 由美子

ゆみこ内科クリニック

029-821-1180

3000048 茨城県土浦市田中3-4-41

○

0811711332

医療福祉生活協同組合いばらき

あおぞら診療所

0297-72-6137

3020024 茨城県取手市新町3-13-11

○

0813111168

園尾 純一郎

大洗そのお眼科

029-229-0860

3111307 茨城県東茨城郡大洗町桜道

○

0832030555

松隈 則子

まつくま歯科医院

029-866-0071

3004353 茨城県つくば市沼田968-1

○

0810114892

本多 捷郎

本多眼科医院

029-221-2839

3100022 茨城県水戸市梅香2-2-46

○

0810312264

医療法人 虹嶺会

土浦ベリルクリニック

029-835-3002

3000062 茨城県土浦市都和4-4022-2

○

0810312272

医療法人社団 竜昇会

医療法人社団竜昇会 土浦西アイクリニック

029-826-8810

3000811 茨城県土浦市上高津367ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦2F

○

0810411579

齊藤 明

斉藤皮膚科医院

0280-22-1486

3060022 茨城県古河市横山町3-4-1

○

0810710715

常松 定夫

結城クリニック

0296-32-3639

3070001 茨城県結城市結城633-1

○

0811110634

江藤 一仁

水海道クリニック

0297-22-3112

3030031 茨城県常総市水海道山田町4555

○

0811610591

医療法人 TCC

友部セントラルクリニック

0296-73-4110

3091703 茨城県笠間市鯉淵6679-11

○

0811911015

医療法人社団 啓聖会

医療法人社団 啓聖会 鳥越クリニック

029-874-3511

3001214 茨城県牛久市女化町223-5

○

0812012904

医療法人 櫻坂

坂根Mクリニック

029-836-6612

3050056 茨城県つくば市松野木162-7

○

0812012912

金井 幸代

いなおかクリニック

029-896-6201

3050071 茨城県つくば市稲岡66-1ｲｵﾝﾓｰﾙつくば1階

○

0812012920

医療法人社団ひまわりの会

あおきこどもクリニック

029-886-3315

3050817 茨城県つくば市研究学園4-4-11

○

0812111524

医療法人 すこやか

ひたちなか母と子の病院

029-273-2888

3120056 茨城県ひたちなか市青葉町19-7

○

茨城県つくば市筑穂2-7-1ﾎﾞﾇｰﾙ･ﾘｭﾐｴｰﾙI101

○

0812111532

田崎 太郎

田崎外科医院

029-272-5524

3120033 茨城県ひたちなか市市毛520-2

○

0812410678

医療法人社団 弘明会

さとうクリニック第二診療所

0297-44-6840

3020112 茨城県守谷市同地191-4

○

0812510337

佐藤 理行

さとう整形外科クリニック

0295-55-8211

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3090-4

○

0812910446

浅見 祐子

東部地区共同診療所

0299-96-3894

3140102 茨城県神栖市東和田7911

○

0812910479

医療法人かしまなだ診療所

鹿島灘診療所

0299-96-5111

3140112 茨城県神栖市知手中央3-4-21

○

0813111176

医療法人さくらみちクリニック

さくらみちクリニック

029-266-3001

3111307 茨城県東茨城郡大洗町桜道253

○

0813811171

学校法人 東京醫科大学

東京医科大学茨城医療センター

029-887-8870

3000395 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1

○

0813811197

医療法人 裕友会

医療法人裕友会 はたかわ医院

029-885-2358

3000413 茨城県稲敷郡美浦村大谷1637-1

○

0830231858

皆川 竜身

たつみ歯科往診クリニック

0294-21-2866

3170063 茨城県日立市若葉町1-14-15

○

0830231866

小泉 望

小泉矯正歯科

0294-36-2010

3160036 茨城県日立市鮎川町3-1-21-2F

○

0830231874

医療法人社団 春風会

立原歯科医院

029-855-0418

3170077 茨城県日立市城南町3-1-33

○

0830530838

小野寺 武彦

坂井歯科医院

0299-44-0112

3150116 茨城県石岡市柿岡3253-1

○

0831930938

医療法人社団 泰心会

やまだ歯科医院

029-872-8868

3001232 茨城県牛久市上柏田1-16-11

○

0832032080

鴻巣 光正

つくばイオン歯科

029-896-6100

3050071

0832032098

今井 照雄

つくばホワイト歯科

029-851-4182

3050822 茨城県つくば市苅間1885-1

0832032106

医療法人社団スカンジナビアオルソケアー

医療法人社団スカンジナビアオルソケアー つ
くば毛利矯正歯科

029-855-0418

3050032

0832430581

阿部 吉晴

あべ歯科クリニック

0297-44-8733

3020122 茨城県守谷市小山336-9

○

0832930499

中島 誠吾

あさひ歯科

0299-77-8877

3140143 茨城県神栖市神栖1-3-8

○

0837330208

益子 正範

ひかり歯科医院

0297-44-5800

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-687-5

○

0837330216

岡本 善治

岡本歯科医院

0297-44-8733

3002422 茨城県つくばみらい市古川322-1

○

0860190230

社会福祉法人 北養会

訪問看護ステーションくるみ館

029-257-1182

3114153 茨城県水戸市河和田町3335-1

○

0860290089

医療法人日立渚会

訪問看護ステーションなぎさ

0294-52-4132

3191221 茨城県日立市大みか町1-13-18

○

0860490028

医療法人 茨城愛心会

訪問看護ステーション はなもも

0280-48-1130

3060041 茨城県古河市鴻巣1555

○

0810114900

医療法人社団 道心会

いちょう坂クリニック

029-306-7251

3100011

0810411587

靏見 有史

靏見脳神経外科

0280-23-1211

3060128 茨城県古河市上片田813

○

0812012938

鯨井 正規

青空ホームクリニック

029-875-4804

3050047 茨城県つくば市千現1-23-8-5

○

0812111540

医療法人しんあい会

ひたちなか眼科

029-229-0530

3120005

0812111557

植田 孔明

ひたちなか海浜クリニック

029-219-5955

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3006-1

○

0812410686

小林 英昭

小林医院

0297-48-0076

3020109 茨城県守谷市本町633

○

0817310261

有馬 礼人

ありま皮膚科クリニック

0297-38-6116

3002359

0830332144

医療法人社団 秀悠会

ルークス歯科口腔外科クリニック

029-821-0742

3000037 茨城県土浦市桜町3-1-3

○

0831630561

梅里 朋大

うめさと歯科クリニック

0299-56-6280

3190202 茨城県笠間市下郷4468-2-5

○

0831930946

宮内 幸一郎

トーポ歯科医院

029-886-8115

3001207 茨城県牛久市ひたち野東2-20-13

○

0832730253

医療法人 真英会

パルナ歯科クリニック

0299-78-2811

3000726 茨城県稲敷市西代1495

○

0833131287

長谷川 弘道

はせがわ歯科医院

029-292-9090

3113107 茨城県東茨城郡茨城町小鶴12-5

○

0860190248

株式会社プロシード

ケアーズ水戸訪問看護リハビリステーション

029-309-0515

3100912 茨城県水戸市見川2-80-4

○

0862990017

株式会社 スイトピー

訪問看護ステーションあゆみの家

029-896-6822

3000506 茨城県稲敷市沼田2735-40

○

0813811205

春日 哲也

南平台メディカルクリニック

029-888-0888

3000312 茨城県稲敷郡阿見町南平台1－2213－2

○

0830132296

薄井 稔

ウスイ歯科クリニック

029-248-7164

3100836 茨城県水戸市元吉田町1816－5

○

0832032114

船久保 立

桜南歯科クリニック

029-852-3611

3050043 茨城県つくば市大角豆737－6

○

0812012946

藤本 美津夫

つくばフジクリニック

029-875-9983

3050047

茨城県つくば市稲岡66-1イオンモールつくば
内

茨城県つくば市竹園2-7-8グランシャリオ竹
園102

茨城県水戸市三の丸1-4-73水戸三井ビル
ディング1階

茨城県ひたちなか市新光町35ニューポートひ
たちなかﾌｧｯｼｮﾝｸﾙｰｽﾞ1階

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目681街
区4区画地

茨城県つくば市千現1-23-18ウイングパーク
千現102

○
○
○

○

○

○

○

0812410694

医療法人 宗庵

永瀬内科

0297-48-2000

3020108 茨城県守谷市松並庚塚1580-1

0810114918

医療法人たむら小児科クリニック

ＴＯＭＯこどもクリニック

029-291-3810

3100912

茨城県水戸市見川2－108-26アーバンテラス
一周館Ａ棟2階の201－2

○

0810114926

宮尾 佳子

水戸ホームクリニック

029-239-3350

3100064

茨城県水戸市栄町1-10-10レスカールマン
ション107・108

○

0810114934

医療法人 誠潤会

医療法人誠潤会水戸病院

02-353-7077

3100055 茨城県水戸市袴塚3-2787-9

○

0810212175

医療法人 修礼会

おあしす内科リウマチ科クリニック

0294-33-8255

3160015 茨城県日立市金沢町3-17-15

○

0810511014

医療法人 幕内会

山王台病院付属第一クリニック

0299-27-0860

3150037 茨城県石岡市東石岡5-1-29

○

0810511022

医療法人 幕内会

山王台病院付属第二クリニック

0299-27-0870

3150037 茨城県石岡市東石岡5-1-29

○

0812210565

医療法人社団葉山産婦人科

葉山産婦人科

0299-83-1515

3140031 茨城県鹿嶋市宮中1995-25

○

0812910487

医療法人雄仁会

五郎台ファミリークリニック

0299-92-6661

3140142 茨城県神栖市深芝南2-11-12

○

0830133815

飯森 典子

みずき歯科医院

029-252-4158

3114153 茨城県水戸市河和田町1152-3

○

0831030473

医療法人社団 正歯会

すまいる歯科クリニック

0296-54-4470

3040028 茨城県下妻市下木戸72-3

○

0831630579

医療法人 TOMOBE

友部歯科診療所

0296-77-8841

3091704 茨城県笠間市美原2-8-27

○

0832530240

箕輪 達也

みのわ歯科

0295-55-8718

3192255 茨城県常陸大宮市野中町3275-21

○

0832630321

小豆畑 拓夫

小豆畑歯科

029-219-8035

3110105 茨城県那珂市菅谷千本杉605-32

○

0812510345

医療法人エヌ・ティークリニック

エヌ・ティークリニック

0295-55-8865

3192265 茨城県常陸大宮市中富町3104-14

○

0831731211

森 陽一

森歯科医院

0297-72-2733

3020005 茨城県取手市東6-76-16-1階

○

0860190255

有限会社ユージン

あさがお訪問看護リハビリステーション みと

029-239-3520

3100842 茨城県水戸市けやき台2-6-2

○

0810114942

医療法人MIRYU

脳神経外科山田醫院

029-297-3101

3100902 茨城県水戸市渡里町2689-1

○

0810212183

嶋﨑 陽一

日立厚生医院

0294-34-1241

3160036 茨城県日立市鮎川町5-9-9

○

0810312280

額賀 早智子

額賀医院

029-821-5748

3000813 茨城県土浦市富士崎1-7-25

○

0810411595

医療法人社団裕康会

こだま皮膚科

0280-30-1113

3060003 茨城県古河市緑町54-33

○

0810811018

芳賀 貴章

ひかりの森内科クリニック

0297-85-5601

3010021 茨城県龍ケ崎市北方町2084-1

○

0811810431

安達 是昭

安達医院

0297-38-2811

3060624 茨城県坂東市矢作72

○

0812012961

医療法人しんあい会

稲岡眼科

029-896-6216

3050071

0812012979

医療法人 竹園ファミリークリニック

医療法人 竹園ファミリークリニック

029-851-4635

3050032 茨城県つくば市竹園2-8-19

○

0812012987

清宮 民彦

清宮眼科

029-886-4930

3050034 茨城県つくば市小野崎400-1

○

0814410601

社会福祉法人 河内厚生会

もえぎ野台よつば診療所

0297-85-5581

3001606 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台1-1-8

○

0810611566

大森 斉

おおもり幸町クリニック

0296-28-1120

3080847 茨城県筑西市玉戸1270-95

○

0812410702

海老原 一欽

海老原耳鼻咽喉科医院

0297-48-8831

3020104 茨城県守谷市久保ケ丘2-17-2

○

0832032122

須藤 玲美

すとう歯科医院

029-861-7750

3050044 茨城県つくば市並木4-16-3

○

0832830210

二藤 浩一

にとう歯科医院

029-898-3718

3000134 茨城県かすみがうら市深谷2813-4

○

0837430222

医療法人社団 ふたば歯科

医療法人社団 ふたば歯科

0299-26-4618

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ2463-15

○

0810114959

医療法人社団 ひまわり会

医療法人社団 ひまわり会 あかつか慶友メ
ディカルクリニック

029-257-2205

3114153 茨城県水戸市河和田町4777－1

○

0810611574

長倉 成憲

長倉内科・外科クリニック

0296-54-5551

3080847 茨城県筑西市玉戸1270－207

○

0812910495

医療法人社団神幸会

ひかりクリニック

0479-48-5681

3140341 茨城県神栖市矢田部7801-31

○

0817210180

医療法人 昴仁会

ハタミクリニック

0291-33-3158

3111517 茨城県鉾田市鉾田1347-1

○

0830431268

仙波 満江

関口歯科医院

0280-32-0523

3060013 茨城県古河市東本町1-10-4

○

0860390103

プルメリア訪問介護株式会社

プルメリア看護ステーション

029-896-8481

3000012 茨城県土浦市神立東2-30-60

○

0872002548

医療法人社團みなみつくば會

コンフォートつくば訪問看護事業所

029-875-5656

3050868 茨城県つくば市台町2-3-10

○

0811911023

足立 秀喜

あだち内科クリニック

029-893-2777

3001217 茨城県牛久市さくら台3－61－15

○

0811911031

久保山 修

つくばハートクリニック

029-875-3362

3001221 茨城県牛久市牛久町3290-1

○

茨城県つくば市稲岡66-1イオンモールつくば
1階

○

○

0812013001

秋根 泰之

あすなろクリニック

029-828-5839

3002651 茨城県つくば市鬼ケ窪1047-22

0812013019

医療法人社団 博陽会

サトウ眼科

029-886-9897

3050817

0812610434

會澤 彰

あいざわ循環器内科クリニック

029-229-1230

3110110 茨城県那珂市竹ノ内2-14-31

○

0813111184

田口 佳代子

ひぬま皮フ科

029-353-8899

3113124 茨城県東茨城郡茨城町中石崎2662-4

○

0830431276

今村 悦子

古賀駅前歯科医院

0280-30-1520

3060023 茨城県古河市本町1－2－1アプリ古河2Ｆ

○

0810212191

医療法人社団 耕潤会

医療法人社団耕潤会 在宅クリニックハートフ
ル日立

0294-33-8630

3170072 茨城県日立市弁天町1-1-21皆川ビル1階

○

0811510346

医療法人誠之会

医療法人誠之会 廣橋クリニック

0293-46-5111

3191702 茨城県北茨城市大津町2519

○

0811711340

医療法人社団 聖和会

聖和会取手クリニック

0297-77-1199

3020014 茨城県取手市中央町2-25取手iセンター301

○

0811711357

医療法人健栄会

医療法人健栄会 取手メンタルクリニック

0297-85-3741

3020014

茨城県取手市中央町2-25取手iセンター3階
302

○

0812013027

医療法人成島クリニック

医療法人 成島クリニック

029-839-2170

3050067 茨城県つくば市館野363

○

0830133823

医療法人社団桜実会

医療法人社団桜実会 よし歯科クリニック

029-353-8844

3100912 茨城県水戸市見川3-122-1

○

0831731229

医療法人社団 優勢会

医療法人社団 優勢会 One’ｓ歯科クリニック

0297-85-3718

3020014 茨城県取手市中央町2-25取手iセンター303

○

0832131106

長井 敦

ひたちなかアンデンタルクリニック

029-275-8241

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡2974-2

○

0862990025

医療法人社団 広文会

訪問看護ステーションいなしきの郷

0299-79-3811

3000749 茨城県稲敷市佐原組新田1378-1

○

0810114975

医療法人Epsylon

水戸メンタル駅前分院

029-303-1155

3100015 茨城県水戸市宮町1-3-38中村ビル７F

○

0810114983

医療法人三愛会

三愛クリニック

019-259-1717

3190325 茨城県水戸市小林町1186-60

○

0810114991

野寺 博志

野寺内科医院

029-251-3906

3100905 茨城県水戸市石川4-4033-7

○

0810115006

社会福祉法人 愛正会

愛正会記念 茨城福祉医療センター

029-353-7171

3100836 茨城県水戸市元吉田町1872

○

0810212209

医療法人とじま耳鼻咽喉科クリニック

とじま耳鼻咽喉科クリニック

0294-27-3387

3170073

0810312298

大久保 信治

おおくぼ脳脊椎クリニック

029-832-8732

3000061 茨城県土浦市並木5-4079-1

○

0810611608

医療法人三和会

しもだて中央クリニック

0296-22-6868

3080825 茨城県下館市下中山1192-1

○

0810611616

医療法人 慈聖会

平間産婦人科医院

0296-22-3741

3080021 茨城県筑西市甲95-5

○

0811210392

医療法人 大修会

大山病院

0294-72-6161

3130016 茨城県常陸太田市金井町4810

○

0811711365

椎貝 達夫

椎貝クリニック

0297-84-6751

3020014 茨城県取手市中央町2-25取手iセンター3階

○

0811711373

松本 雄二郎

松本眼科

0297-74-5224

3020014

0812013035

医療法人歩隆会

つくば橋本眼科

029-857-8840

3050021 茨城県つくば市古来530-4

0812013043

鈴木 直光

筑波こどものこころクリニック

029-893-3556

3050821

0812111565

医療法人社団 至仁会

医療法人社団 至仁会 山口内科クリニック

029-276-0700

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3379-13

○

0812410710

医療法人社団桐雙会

かねこ整形外科クリニック

0297-34-0115

3020118 茨城県守谷市立沢982-1

○

0812910529

医療法人虹の会

にへいなかよしクリニック

0299-77-8181

3140146 茨城県神栖市平泉1-74

○

0813311131

医療法人久慈こどもクリニック

医療法人 久慈こどもクリニック

029-219-7303

3191116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西2-8-6

○

0814410619

李 景子

早尾台医院

0297-68-8911

3001631 茨城県北相馬郡利根町早尾200-32

○

0830133849

医療法人社団有盛会水戸インプラントクリニックお
水戸インプラントクリニックおおとも歯科
おとも歯科

029-257-2222

3100912 茨城県水戸市見川5-138-59

○

0830231882

加藤 真人

パール歯科クリニック

0294-43-0118

3191411 茨城県日立市川尻町6-44-11

○

0831731237

上原 実

取手歯科クリニック

0297-74-4482

3020024 茨城県取手市新町3-1-21取手新町ビル2階

○

0832032130

医療法人 文目会

Leo歯科クリニック

029-886-8100

3050822 茨城県つくば市苅間418-1

○

0832930507

医療法人 繁実会

荒野歯科医院

0479-44-5128

3140408 茨城県神栖市波崎6980-1

○

0862190071

社会福祉法人 町にくらす会

訪問看護ステーション KUINA

029-202-2221

3120004 茨城県ひたちなか市長砂1561-4

○

0872002613

合同会社ハビリス

市民の森訪問看護ステーションつくば

029-893-3607

3050031

0810115014

医療法人 弘寿会

医療法人 弘寿会 石島整形外科医院

029-221-4821

3100004 茨城県水戸市青柳町505

○

0810312306

医療法人社団秀成会

あおき内科クリニック

029-825-8181

3000026 茨城県土浦市木田余1646-3

○

茨城県つくば市研究学園5-19イーアスつくば
メディカルコート

茨城県日立市幸町1-7-7ニュークリニックス
日立4階

茨城県取手市中央町2-25取手iセンタービル
2階

茨城県つくば市春日3-1-1つくばクリニックセ
ンタービル4F

茨城県つくば市吾妻3-7-17 サテライトハウス
筑波学園2階204

○
○

○

○
○
○

○

0810312314

菊地 正臣

菊地内科医院

029-821-3770

3000812 茨城県土浦市下高津1-19-37

○

0811911049

医療法人社団 ひたちの整形外科

医療法人社団 ひたちの整形外科

029-878-1200

3001207 茨城県牛久市ひたち野東3-2-1

○

0812013050

増田 和也

串田医院

029-847-2355

3002645 茨城県つくば市上郷2783-1

○

0812310274

医療法人社団ゆびきたす

ユビキタスクリニックＨＩＮＯＤＥ

0299-94-8008

3112423 茨城県潮来市日の出4-1-14

○

0830830188

富田 晴美

兼子歯科

0297-64-2517

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3989－1

○

0831630587

菊池 正浩

ふくはら歯科クリニック

0296-73-6479

3091634 茨城県笠間市福原3080-4

○

0831731245

田所 英之

たどころ歯科クリニック

0297-73-3822

3020006 茨城県取手市青柳366-11

○

0832032148

須藤 堅悦

つくばすとう歯科医院

029-854-8020

3050818 茨城県つくば市学園南Ｅ105街区1画地

○

0832032155

上野 聡

うえの矯正歯科

029-855-7500

3050024 茨城県つくば市倉掛805-7

○

0810115022

医療法人 Epsylon

水戸メンタルクリニック

029-303-1155

3100022 茨城県水戸市梅香1-2-50

○

0810212217

宮井 尚宏

ひたちの眼科

0294-33-7439

3160013 茨城県日立市千石町2-6-6

○

0810212225

國方 俊雄

くにかた眼科

0294-33-9301

3160015 茨城県日立市金沢町3-19-13

○

0810212233

公益財団法人 日立メディカルセンター

公益財団法人日立メディカルセンター診療所

0294-33-5911

3170073 茨城県日立市幸町1-17-1

○

0814310850

中村 修

中村医院

0280-86-5201

3060417 茨城県猿島郡境町若林2256

○

0831630595

堀田 克幸

東平歯科クリニック

0296-78-4182

3091705 茨城県笠間市東平3-1-12

○

0831731252

坂寄 正美

フォーラム矯正歯科

0297-72-0028

3020004 茨城県取手市取手3-4-8海方ビル3F

○

0837130293

医療法人社団 健翔会

やなぎだ歯科

0296-76-3700

3091221 茨城県桜川市西飯岡539-4

○

0860590041

医療法人重陽会

訪問看護ステーションなでしこ南台

0299-56-6400

3150035 茨城県石岡市南台3-2-1

○

0862290053

株式会社ケイ・エム・エス

おおのケアセンター

0299-78-7751

3112212 茨城県鹿嶋市角折1285-3

○

0810212241

日立市長 吉成 明

日立市休日緊急診療所

0294-33-5353

3170073 茨城県日立市幸町1-17-1

○

0813811213

市村 卓生

市川ファミリークリニック

029-843-3301

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-2-1

○

0830132163

関山 洋

関山歯科医院

029-226-3166

3100902 茨城県水戸市渡里町2722-1

○

0862690013

株式会社 トラスト

ケアサポート エルム

029-229-2577

3110107 茨城県那珂市額田南郷2381-18

○

0810115030

医療法人社団 成美会

医療法人社団成美会 トモスみとクリニック

029-303-5552

3100031

茨城県水戸市大工町1-2-3トモスみとビル2
階

○

0812013068

医療法人 竹園眼科

竹園眼科

029-851-5000

3050032

茨城県つくば市竹園3-18-3竹園ショッピング
センターF棟3階

○

0830332169

馬込 義秀

東口歯科医院

029-824-2218

3000034 茨城県土浦市港町1-7-1東管ビル3Ｆ

○

0831830526

藤井 麻央

ＭＡＯデンタルクリニック

0297-44-3375

3060515 茨城県坂東市沓掛1602-1

○

0832032163

大栗 重彦

くりの木歯科医院

029-875-3438

3050816 茨城県つくば市学園の森2-34-4

○

0832430599

川村 全

川村矯正歯科

0297-21-5777

3020115 茨城県守谷市中央3-10-14

○

0833131295

島野 龍太

さくらみね歯科医院

029-239-5882

3113157 茨城県東茨城郡茨城町小幡2731-83

○

0860390111

日本不動産管理株式会社

ケアステーション暖暖

029-824-8860

3000813 茨城県土浦市富士崎1-16-3

○

0861290062

コンテック 株式会社

訪問看護事業所 まごころ看護

0294-33-9610

3130049 茨城県常陸太田市天神林町870-163

○

0861690055

有限会社 トライ

ケアーズ訪問看護リハビリステーションかさま

0296-73-6310

3091722 茨城県笠間市平町1717-12

○

0862190089

医療法人社団成美会

訪問看護ステーション あさがお

029-271-3800

3120015 茨城県ひたちなか市小砂町1-2-1

○

0810110593

医療法人社団 青潤会

青柳病院

029-231-2341

3100817 茨城県水戸市柳町2-10-11

○

0810110833

-

皆川胃腸科外科医院

029-243-5521

3100852 茨城県水戸市笠原町995-102

○

0810112045

-

丹野病院

029-226-6555

3100841 茨城県水戸市酒門町字仲田4887

○

0810112086

-

大塚小児科医院

029-227-5005

3100912 茨城県水戸市見川1-13-2

○

0810112425

-

たかやす内科医院

029-241-1221

3100853 茨城県水戸市平須町1814-181

○

0810112466

-

内藤クリニック

029-225-9040

3108512 茨城県水戸市文京2-2-34

○

0810112573

-

手島内科医院

029-247-2761

3100836 茨城県水戸市元吉田町1683

○

0810112714

-

河和田皮膚科クリニック

029-253-6911

3114153 茨城県水戸市河和田町820-3

○

0810112920

-

丸山小児科・皮フ科

029-21-2336

3100021 茨城県水戸市南町2-3-31

○

0810113027

-

さいとう内科

029-248-7457

3100846 茨城県水戸市東野町491-12

○

0810113266

医療法人 かさの小児クリニック

かさの小児クリニック

029-222-3322

3100055 茨城県水戸市袴塚3-1-15

○

0810113274

医療法人 岩崎病院

岩崎病院

029-241-8700

3100852 茨城県水戸市笠原町1664-2

○

0810113290

宮川 隆敏

宮川内科クリニック

029-302-5220

3100026 茨城県水戸市泉町2-3-2

○

0810113316

医療法人社団 光会

東水戸医院

029-247-7411

3100841 茨城県水戸市酒門町745

○

0810113324

医療法人永和会

みなみ赤塚クリニック

029-257-6060

3114153 茨城県水戸市河和田町4940

○

0810113332

医療法人社団 草野眼科医院

医療法人社団 草野眼科医院

029-221-4202

3100015 茨城県水戸市宮町1-3-38 中村ビル6F

○

0810113340

医療法人 三仁会

秋山クリニック

029-252-3233

3114146 茨城県水戸市中丸町609-1

○

0810113381

五味渕太平

五味渕内科医院

029-309-5677

3100903 茨城県水戸市堀町字新田１１３３－５２

○

0810113399

国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合連合会水府病院

029-309-5000

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1

○

0810113407

医療法人長福会

ふくもと内科クリニック

029-246-0105

3100841 茨城県水戸市酒門町1495-2

○

0810113415

医療法人 福田小児科

福田小児科

029-248-2622

3100841 茨城県水戸市酒門町3155-4

○

0810113431

上野 卓也

上野医院歯科内科

029-253-1351

3114146 茨城県水戸市中丸町267

○

0810113456

神長 憲弘

神長クリニック

029-305-9555

3100852 茨城県水戸市笠原町101-1

○

0810113514

医療法人 楽志会

神長クリニック

029-305-9555

3100852 茨城県水戸市笠原町101-1

○

0810113522

医療法人社団 筑水会

関口内科クリニック

029-227-1996

3100815

0810113530

医療法人 小沢眼科内科病院

医療法人 小沢眼科内科病院

029-246-2111

3100845 茨城県水戸市吉沢町246-6

○

0810113548

秋山 正博

秋山整形外科医院

029-300-7272

3100802 茨城県水戸市柵町3-2-57

○

0810113571

高嶋 一

高嶋医院

029-251-2700

3100912 茨城県水戸市見川5-139-4

○

0810113589

医療法人小沢眼科内科病院

医療法人小沢眼科内科病院附属五軒町診療
所

029-224-5722

3100063 茨城県水戸市五軒町2-2-11

○

0810113621

医療法人社団 俊徳会

岡崎整形外科医院

029-231-4032

3100902 茨城県水戸市渡里町3255

○

0810113639

医療法人 鳳香会

東前病院

029-240-5101

3111132 茨城県水戸市東前町2-28

○

0810113654

蔵野 康造

くらのクリニック

029-257-6111

3100903 茨城県水戸市堀町916-10

○

0810113662

医療法人 鈴舎会

打越内科クリニック

029-221-2000

3100004 茨城県水戸市青柳町4064-2

○

0810113670

宍戸 大

水戸中央脳外科

029-243-8101

3100851 茨城県水戸市千波町254-1

○

0810113696

医療法人 誠順会 細田外科内科

医療法人誠順会細田外科内科

029-221-0066

3100804 茨城県水戸市白梅2-4-7

○

0810113704

医療法人社団 成育会

医療法人社団成育会 平野こどもクリニック

029-253-3306

3114146 茨城県水戸市中丸町333-1

○

0810113712

医療法人 水戸会

金成整形外科

029-253-0631

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1991-28

○

0810113720

医療法人社団 髙安内科循環器科クリニック

髙安内科循環器科クリニック

029-257-8110

3114153 茨城県水戸市河和田町4405-12

○

0810113738

医療法人社団 瑞鳳会

西宮医院

029-224-5555

3100036 茨城県水戸市新荘2-9-9

○

0810113761

小野 久之

小野クリニック

029-240-0810

3100836 茨城県水戸市元吉田町2576-6

○

0810113779

医療法人 藤原内科医院

藤原内科医院

029-244-3111

3100912 茨城県水戸市見川2131-1475

○

0810113803

医療法人社団 博洋会

金敷内科医院

029-305-7211

3100853 茨城県水戸市平須町1-27

○

0810113811

佐々木 明

佐々木クリニック

029-252-0551

3114152

0810113837

医療法人 山口クリニック

医療法人 山口クリニック

029-257-2311

3114152 茨城県水戸市河和田2-14-5

○

0810113860

医療法人 浜野こどもクリニック

浜野こどもクリニック

029-304-2300

3100842 茨城県水戸市けやき台3-48-2

○

0810113878

小野 多知夫

県庁前耳鼻咽喉科クリニック

029-305-3387

3100852 茨城県水戸市笠原町1602-3

○

0810113886

阿部 精二郎

阿部内科医院

029-241-8340

3100852 茨城県水戸市笠原町1967-1

○

茨城県水戸市本町3-20-8 本町壱番館ビル
2-202

茨城県水戸市河和田1-1828-10 グランスク
エア赤塚101

○

○

0810113894

医療法人社団 俊徳会

アクアクリニックおかざき

029-300-2585

3100903 茨城県水戸市堀町520-10

○

0810113928

古川 和男

古川胃腸肛門科クリニック

029-247-2228

3100836 茨城県水戸市元吉田町229-7

○

0810113936

医療法人 青藍会

大場内科クリニック

029-304-0111

3100841 茨城県水戸市酒門町275-3

○

0810113944

内田 郁

内田耳鼻咽喉科医院

029-231-1614

3100036 茨城県水戸市新荘1-3-15

○

0810113951

茨城保健生活協同組合

城南病院附属クリニック

029-226-3022

3100803 茨城県水戸市城南3-15-8

○

0810113969

金子医院

金子医院

029-304-0288

3111134 茨城県水戸市百合が丘町8-5

○

0810113985

大久保内科小児科医院

大久保内科小児科医院

029-221-4771

3100042 茨城県水戸市自由が丘3-59

○

0810113993

医療法人花澤耳鼻咽喉科

医療法人花澤耳鼻咽喉科

029-254-8730

3114153 茨城県水戸市河和田町2894-8

○

0810114009

岩間 誠

岩間東華堂クリニック

029-300-7110

3100026 茨城県水戸市泉町3-1-30

○

0810114074

医療法人社団 幸友会

秋山整形外科医院

029-300-7272

3100802 茨城県水戸市柵町3-2-57

○

0810114082

医療法人 水戸吉沢小児科クリニック

医療法人水戸吉沢小児科クリニック

029-240-1750

3100845 茨城県水戸市吉沢町283-1

○

0810114090

医療法人 くらのクリニック

医療法人くらのクリニック

029-257-6111

3100903 茨城県水戸市堀町916-10

○

0810114108

医療法人 誠順会

医療法人誠順会クリニック健康の杜

029-305-6655

3100851 茨城県水戸市千波町1250

○

0810114116

医療法人 あいん会

あいん常澄医院

029-240-5000

3111131 茨城県水戸市下大野町5360番地

○

0810114132

城 一也

城こどもクリニック

029-309-5066

3114141

0810114140

医療法人 ふたば内科クリニック

ふたば内科クリニック

029-257-1728

3114145 茨城県水戸市双葉台4-17-5

○

0810114165

松本 尚志

松本クリニック

029-309-6655

3114143 茨城県水戸市大塚町1879-6

○

0810114181

松前 孝幸

中央ますいクリニック

029-302-5225

3100063 茨城県水戸市五軒町2-4-22

○

0810114199

佐藤 力

佐藤クリニック

029-244-1970

3100853 茨城県水戸市平須町2-77

○

0810114223

-

たむら小児科クリニック

029-240-0502

3111134 茨城県水戸市百合が丘町8-8

○

0810114231

-

医療法人社団正定会廣瀬クリニック

029-244-1212

3100913 茨城県水戸市見川町2352-3

○

0810114249

医療法人財団 古宿会

医療法人財団古宿会 水戸中央病院

029-309-8600

3111135 茨城県水戸市六反田町1136-1

○

0810114256

医療法人 善光会

医療法人善光会小吹内科

029-243-8880

3100914 茨城県水戸市小吹町2284-7

○

0810114264

医療法人社団 正信会

水戸駅前クリニック

029-222-0208

3100801 茨城県水戸市桜川2-1-1

○

0810114272

安達 忠治

安達耳鼻咽喉科医院

029-241-2022

3100851 茨城県水戸市千波町233-3

○

0810114298

医療法人社団 博心厚生会

医療法人社団博心厚生会九段クリニック水戸

029-240-0571

3100841 茨城県水戸市酒門町955-1

○

0810114306

医療法人 もり眼科

医療法人 もり眼科

029-251-4113

3114153 茨城県水戸市河和田町長谷原4405-117

○

0810114314

医療法人 仲本内科クリニック

仲本内科クリニック

029-300-2022

3100826 茨城県水戸市渋井町248-2

○

0810114322

医療法人 福井会

福井内科クリニック

029-257-2010

3114152 茨城県水戸市河和田2-8-1

○

0810114330

飯竹 一広

いいたけ内科クリニック

029-350-1155

3100913 茨城県水戸市見川町2131-1976

○

0810114363

医療法人 省和会

長田医院

029-259-5711

3190312 茨城県水戸市大足町980

○

0810114371

医療法人社団 千甫会

医療法人社団 千甫会 高橋外科医院

029-247-7222

3100836 茨城県水戸市元吉田町1988-2

○

0810114405

医療法人社団 草野眼科医院

医療法人社団草野眼科医院内原診療所

029-259-0808

3190394 茨城県水戸市中原町135

○

0810114413

塚田 孝子

つかだ眼科医院

029-233-7310

3100015 茨城県水戸市宮町2-1-8

○

0810114421

医療法人 兼友会

兼子内科クリニック

029-222-5511

3100041 茨城県水戸市上水戸1-7-25

○

0810114454

飯田 幸弘

飯田内科クリニック

029-251-3651

3100045 茨城県水戸市新原1-19-43

○

0810114462

医療法人社団 おひさまこどもクリニック

おひさまこどもクリニック

029-309-0132

3114153 茨城県水戸市河和田町2894-63

○

0810114470

医療法人社団 神代会

神代内科医院

029-241-0148

3100853 茨城県水戸市平須町1820-80

○

0810210054

株式会社 日立製作所

多賀総合病院

0294-33-0035

3160035 茨城県日立市国分町2-1-2

○

0810210377

医療法人 愛正会

田尻ヶ丘病院

0294-43-2323

3191416 茨城県日立市田尻町3-24-1

○

0810211383

-

いばらき診療所ひたち

0294-54-3311

3191222 茨城県日立市久慈町2-6-37

○

茨城県水戸市赤塚1-16 エスコート赤塚ウエ
スト棟A-102

○

0810211391

医療法人佐々木胃腸科外科

佐々木胃腸科外科

0294-43-0333

3191412 茨城県日立市折笠町564-2

○

0810211425

医療法人永慈会

永井ひたちの森病院

0294-44-8800

3191413 茨城県日立市小木津町966

○

0810211458

村田充輝

村田眼科医院

0294-24-5163

3170073 茨城県日立市幸町2-14-5

○

0810211474

福地 淳

福地耳鼻咽喉科医院

0294-21-1962

3170063 茨城県日立市若葉町1-18-17

○

0810211482

医療法人 平和台しのはらクリニック

平和台しのはらクリニック

0294-34-6800

3160001 茨城県日立市諏訪町3-8-6

○

0810211508

かもしたクリニック

かもしたクリニック

0294-28-6100

3160033

0810211516

佐藤 美智子

佐藤医院

0294-21-2330

3170064 茨城県日立市神峰町1-10-20

○

0810211524

寺岡 亨

寺岡整形外科クリニック

0294-28-7766

3160015 茨城県日立市金沢町3-19-3

○

0810211532

医療法人 かもめクリニック

かもめ・日立クリニック

0294-25-1531

3170052 茨城県日立市東滑川町1-3186

○

0810211540

医療法人 立花クリニック

立花クリニック

0294-23-0605

3170073

0810211557

栗山 栄

栗山整形外科

0294-42-8100

3191414 茨城県日立市日高町3-8-3

○

0810211581

大山 眞

大山医院

0294-37-2215

3160033 茨城県日立市中成沢町2-21-7

○

0810211607

早乙女 俊一

さおとめ眼科

0294-22-7999

3170054 茨城県日立市本宮町2-7-28

○

0810211615

わだクリニック

わだクリニック

0294-28-6015

3160014 茨城県日立市東金沢町5-16-18

○

0810211623

なめき皮フ科クリニック

なめき皮フ科クリニック

0294-43-2222

3191416 茨城県日立市田尻町4-49-21

○

0810211631

おおたしろクリニック

おおたしろクリニック

0294-22-8800

3170062 茨城県日立市平和町1-17-15

○

0810211680

医療法人 祥仁会

十王ひがし野クリニック

0294-39-3232

3191301 茨城県日立市十王町伊師3456-71

○

0810211714

医療法人 葵翠会

寺岡整形外科クリニック

0294-28-7766

3160015 茨城県日立市金沢町3-19-3

○

0810211722

医療法人 あやほ会

福島クリニック

0294-39-6800

3191303 茨城県日立市十王町友部東2-5-5

○

0810211730

島田 裕

島田外科医院

0294-53-4888

3191221 茨城県日立市大みか町2-13-18

○

0810211755

千葉 一博

千葉クリニック

0294-25-6070

3160002 茨城県日立市桜川町2-18-1

○

0810211763

藤井 亜砂美

十王病院

0294-39-3266

3191304 茨城県日立市十王町友部1584-1

○

0810211771

医療法人 かもしたクリニック

かもしたクリニック

0294-28-6100

3160033

0810211789

萩谷 孝彦

みどりクリニック

0294-52-6521

3191222 茨城県日立市久慈町7-19-14

○

0810211821

山形 文子

やまがた内科医院

0294-44-8700

3191411 茨城県日立市川尻町1-35-7

○

0810211847

医療法人社団 はらクリニック 理事長 原 潔

はらクリニック

0294-28-5566

3160002 茨城県日立市桜川町2-25-1

○

0810211854

医療法人 福地レディースクリニック

福地レディースクリニック

0294-27-7521

3170071 茨城県日立市鹿島町2-17-4

○

0810211862

医療法人 根道ヶ丘クリニック

根道ヶ丘クリニック

0294-25-6661

3160022 茨城県日立市大沼町4-9-1

○

0810211870

医療法人社団 久慈川会

医療法人社団 久慈川会 西野医院

0294-27-1313

3191231 茨城県日立市留町1166

○

0810211888

医療法人社団 陽和会

あおば皮膚科クリニック

0294-35-0011

3160013 茨城県日立市千石町1-6-20

○

0810211896

医療法人 真寿会

医療法人 真寿会 西成田医院

0294-25-6520

3160032 茨城県日立市西成沢町2-2-1

○

0810211920

医療法人 永慈会

日立メディカルスパクリニック

0294-32-7700

3170052 茨城県日立市東滑川町5-12-1

○

0810310110

医療法人財団 縣南病院

医療法人財団 県南病院

0298-41-1148

3000841 茨城県土浦市中1087

○

0810310235

-

荒川沖皮膚科

0298-41-2772

3001173 茨城県土浦市荒川沖798

○

0810310599

医療法人社団 青洲会

神立病院

0298-32-3399

3000011 茨城県土浦市神立中央5-4-20

○

0810310664

-

つくばメンタルクリニック

0298-26-3883

3000034 茨城県土浦市港町ﾎｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ203

○

0810310896

-

橋本産婦人科医院

0298-22-5541

3000055 茨城県土浦市殿里字石倉576

○

0810311118

-

飯村医院

0298-21-0174

3000038 茨城県土浦市大町8-7

○

0810311167

-

柴田マタニティクリニック

0298-21-0154

3000037 茨城県土浦市桜町4-13-20

○

0810311274

-

本橋眼科

0298-24-2627

3000033 茨城県土浦市川口2-3-15

○

0810311605

医療法人社団徳心会

医療法人社団 徳心会 パークシティクリニック

0298-23-2100

3000817 茨城県土浦市永国浦市大字小岩田６５９－６

○

茨城県日立市中成沢町4-17-22 メゾンボ
ヌール1F

茨城県日立市幸町1-7-7 ニュークリニックス
日立4F

茨城県日立市中成沢町4-17-22 メゾンボ
ヌール1F

○

○

○

0810311654

-

伊野整形外科医院

0298-21-6028

3000051 茨城県土浦市真鍋6-1-32

○

0810311704

医療法人社団三輪会

医療法人社団三輪会 山手医院

029-835-3388

3000814 茨城県土浦市国分町7-6

○

0810311712

医療法人社団 桜雄会

塚田整形外科

0298-24-1111

3000037 茨城県土浦市桜町3-9-20

○

0810311720

医療法人 筑芳会

耳鼻咽喉科 よしだクリニック

0298-41-3387

3001173 茨城県土浦市荒川沖420-1

○

0810311779

医療法人 慈厚会

野上病院

029-822-0145

3000031 茨城県土浦市東崎町6-8

○

0810311803

医療法人社団 筑波東病院

医療法人社団筑波東病院

029-843-2121

3000844 茨城県土浦市乙戸57-1

○

0810311837

ウララ胃腸科外科

ウララ胃腸科外科

029-825-4477

3000036 茨城県土浦市大和町9-2ウララ2-203

○

0810311845

鈴木 敏之

おおつ野こどもクリニック

029-828-2580

3000028 茨城県土浦市おおつ野8-2-18

○

0810311852

寺島 康

つくばメンタルクリニック

029-826-3883

3000034 茨城県土浦市港町1-7-15

○

0810311886

久松 建一

久松耳鼻咽喉科医院

029-821-6002

3000043 茨城県土浦市中央2-4-21

○

0810311894

医療法人 常陽守仁会

常陽医院

029-822-6594

3000042 茨城県土浦市城北町14-4

○

0810311928

東郷 孝男

東郷クリニック

029-843-7770

3000871 茨城県土浦市荒川沖東3-19-30

○

0810311944

医療法人 キリスト会 わたひきクリニック

わたひきクリニック

029-827-1005

3000037 茨城県土浦市桜町3-5-1-2

○

0810311951

-

耒栖医院

029-862-5188

3004115 茨城県土浦市藤沢1178-2

○

0810311977

医療法人 新治診療所

新治診療所

0298-62-4668

3004113 茨城県土浦市下坂田2013-1

○

0810311985

宮﨑 三弘

宮﨑クリニック

0298-30-6800

3004115 茨城県土浦市藤沢964-2

○

0810311993

塚田 良一

塚田眼科医院

029-821-0468

3000043 茨城県土浦市中央1-4-16

○

0810312009

-

ののやま眼科

029-827-0513

3000026 茨城県土浦市木田余1644-1

○

0810312041

辻 勝博

土浦港町クリニック

029-825-2200

3000034 茨城県土浦市港町3-30-23

○

0810312058

石川 和明

石川クリニック

029-821-2587

3000038 茨城県土浦市大町12-3

○

0810312066

医療法人社団 土浦産婦人科

土浦産婦人科

029-821-0068

3000043 茨城県土浦市中央1-14-22

○

0810312074

医療法人 誠療会

尾﨏眼科クリニック

029-825-2727

3000817 茨城県土浦市永国1111-2

○

0810312082

医療法人社団 優心

岡田整形外科クリニック

029-825-3377

3000026 茨城県土浦市木田余1646-1

○

0810312108

医療法人社団 明厚会

医療法人社団 明厚会 大石内科クリニック

029-835-0014

3000835 茨城県土浦市大岩田2472

○

0810312116

医療法人社団 尽誠会

医療法人社団 尽誠会 さくら内科クリニック

029-835-3233

3000037

0810312124

医療法人 鈴木胃腸科クリニック

医療法人 鈴木胃腸科クリニック

029-841-7711

3000875 茨城県土浦市中荒川沖町824-15

○

0810410530

古河市

古河市福祉の森診療所

0280-48-6521

3060044 茨城県古河市新久田271-1

○

0810410712

医療法人 大垣耳鼻咽喉科

大垣耳鼻咽喉科

0280-30-1218

3060004 茨城県古河市雷電町10-21

○

0810410720

矢澤 克之

けやきクリニック

0280-48-7181

3060056 茨城県古河市坂間409-1

○

0810410738

腰塚史朗

腰塚医院

0280-48-1606

3060041 茨城県古河市鴻巣599

○

0810410746

医療法人賢友会

医療法人賢友会 長島外科

0280-32-3011

3060023 茨城県古河市本町1-9-15

○

0810410787

佐賀 烈

佐賀整形外科医院

0280-22-7755

3060034 茨城県古河市長谷町20-7

○

0810410795

医療法人 西村外科

西村外科

0280-32-0879

3060023 茨城県古河市本町2-5-10

○

0810410811

医療法人 共助会

医療法人共助会おぐらメンタルクリニック

0280-22-5522

3060033 茨城県古河市中央町1-5-1

○

0810410829

医療法人 茨城愛心会

医療法人茨城愛心会 古河病院

0280-47-1010

3060041 茨城県古河市鴻巣字茶屋下1555

○

0810410852

社会福祉法人

芳香会病院青嵐荘療育園

0280-98-2782

3060201 茨城県古河市上大野698

○

0810410894

医療法人 仁寿会

総和中央病院

0280-92-8738

3060221 茨城県古河市駒羽根825-1

○

0810411108

医療法人社団 冥加会

かわまた眼科医院

0280-32-0881

3060234 茨城県古河市上辺見2063-8

○

0810411124

医療法人社団 隆周会

医療法人社団 隆周会安藤整形外科

0280-91-3900

3060221 茨城県古河市駒羽根324

○

0810411132

医療法人 総和山根皮膚科クリニック

総和山根皮膚科クリニック

0280-91-3912

3060204 茨城県古河市下大野2905-1

○

0810411157

医療法人社団 青樹会

三和整形外科内科

0280-76-1232

3060126 茨城県古河市諸川1184-1

○

茨城県土浦市桜町3-14-18さくらﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1
階101号室

○

茨城県古河市東本町4-2-2 小柳メディカル
ビル3F

0810411231

医療法人 はやし整形外科クリニック

はやし整形外科クリニック

0280-30-8084

3060013

0810411249

医療法人 恵光会

つる眼科クリニック

0280-30-0102

3060003 茨城県古河市緑町44-6

○

0810411256

古河市

古河市尾崎国民健康保険診療所

0280-76-0009

3060101 茨城県古河市尾崎5610-5

○

0810411264

古河市

古河市古河福祉の森診療所

0280-48-6521

3060044 茨城県古河市新久田271-1

○

0810411280

茨城県民生活協同組合

友愛記念病院

0280-97-3000

3060232 茨城県古河市東牛谷707

○

0810411306

医療法人愛仁会根川橋クリニック

医療法人愛仁会根川橋クリニック

0280-47-1115

3060053 茨城県古河市中田1690

○

0810411314

芝崎 一郎

しばさきクリニック

0280-22-1351

3060033 茨城県古河市中央町1-2-30

○

0810411322

高野 裕

高野クリニック

0280-31-2333

3060233 茨城県古河市西牛谷1015-7

○

0810510057

一般社団法人 石岡市医師会

石岡市医師会病院

0299-22-4321

3150001 茨城県石岡市石岡10528-1

○

0810510115

-

友部整形外科

0299-26-2339

3150035 茨城県石岡市南台3-34-5

○

0810510156

-

長尾眼科

0299-24-1100

3150023 茨城県石岡市東府中1-15

○

0810510255

医療法人幕内会

山王台病院

0299-26-3130

3150037 茨城県石岡市東石岡4-1-38

○

0810510396

-

松葉産婦人科

0299-23-2157

3150013 茨城県石岡市府中2-4-41

○

0810510412

社団法人 石岡市医師会

社団法人 石岡市医師会 南台診療所

0299-26-8685

3150035 茨城県石岡市南台2-12-6

○

0810510602

-

滝田整形外科

0299-23-2071

3150013 茨城県石岡市府中2-2-12

○

0810510644

医療法人 明風会

久保田病院

0299-35-5010

3150022 茨城県石岡市行里川26-3

○

0810510669

医療法人芹澤医院

医療法人芹澤医院分院

0299-22-2035

3150001 茨城県石岡市石岡3165-17

○

0810510677

関 正道

関クリニック

0299-23-8300

3150013 茨城県石岡市府中3-1-6

○

0810510685

医療法人社団 林和会

府中クリニック

0299-22-2146

3150013 茨城県石岡市府中5-11-1

○

0810510693

石渡 東海

石渡眼科

0299-27-0700

3150038 茨城県石岡市旭台1-3918-5

○

0810510727

医療法人 金丸医院

医療法人 金丸医院

0299-26-3161

3150033 茨城県石岡市東光台2-8-5

○

0810510784

医療法人 八郷病院

医療法人 八郷病院

0299-46-1115

3150122 茨城県石岡市東成井2719

○

0810510859

医療法人 幕内会 理事長 幕内 幹男

山王台病院附属東クリニック

0299-26-3533

3150037 茨城県石岡市東石岡5-2-33

○

0810610816

医療法人社団 同慈会

下館南クリニック内科歯科

0296-25-0555

3088510 茨城県筑西市二木成843-1

○

0810610824

直江 哲郎

直江医院

0296-22-3081

3080000 茨城県筑西市稲荷稲荷町丙147

○

0810610832

八島 良和

八島医院

0296-22-3361

3080805 茨城県筑西市稲野辺248

○

0810610881

医療法人 修英会

遠藤産婦人科医院

0296-20-1000

3080005 茨城県筑西市中舘130-1

○

0810610899

医療法人 修英会

すわクリニック

0296-22-2069

3080021 茨城県筑西市甲444-1

○

0810611012

医療法人 杏仁会

大圃病院

0296-37-3101

3080104 茨城県筑西市木戸352

○

0810611053

医療法人 隆朋会

河上医院

0296-37-2460

3080111 茨城県筑西市舟生1059-3

○

0810611129

医療法人 章久会

かくらいクリニック

0296-52-6711

3004541 茨城県筑西市松原228

○

0810611137

医療法人 幸坂内科クリニック

幸坂内科クリニック

0296-52-6333

3004541 茨城県筑西市松原1564-5

○

0810611251

瀬端 宏

瀬端耳鼻咽喉科医院

0296-25-3387

3080031 茨城県筑西市丙219

○

0810611269

医療法人社団 平仁会

しもだてメディカルポート

0296-21-1800

3080826 茨城県筑西市下岡崎2-8-1

○

0810611285

筑西市

筑西市夜間休日一次救急診療所

0296-24-2266

3080806 茨城県筑西市小林355-1

○

0810611293

筑西市

筑西市民病院

0296-28-2261

3080847 茨城県筑西市玉戸1658

○

0810611327

医療法人 山口医院

医療法人 山口医院

0296-37-3777

3080104 茨城県筑西市木戸1285-4

○

0810611335

医療法人 宮田医院

宮田医院

0296-22-2440

3080031 茨城県筑西市丙59

○

0810611343

医療法人 さとうクリニック

さとうクリニック

0296-20-0310

3080031 茨城県筑西市丙92-2

○

0810611350

医療法人 茗悠会

明野中央医院

0296-52-0026

3004517 茨城県筑西市海老ケ島926

○

0810611368

堀内 早苗

堀内皮膚科医院

0296-25-5877

3080041 茨城県筑西市乙853

○

○

0810710459

-

つぼいクリニック

0296-33-1020

3070052 茨城県結城市中央町1-12-2

○

0810710525

医療法人社団 海里会

池羽レディースクリニック

0296-33-3465

3070001 茨城県結城市結城10622-1

○

0810710558

宮田 彰

宮田外科医院

0296-33-2608

3070001 茨城県結城市結城344-6

○

0810710566

-

医療法人社団同樹会結城病院

0296-33-4161

3070001 茨城県結城市結城字繁昌塚9629番1

○

0810710574

医療法人 えばた内科クリニック

えばた内科クリニック

0296-34-1155

3070001 茨城県結城市結城3355-3

○

0810710608

-

結城眼科

0296-20-8878

3070001 茨城県結城市結城城ノ内8776-11

○

0810710616

医療法人 参城会

遠藤クリニック

0296-32-8788

3070001 茨城県結城市結城8775-7

○

0810710624

多田 淳一

きぬのまち診療所

0296-34-1655

3070001 茨城県結城市結城11758-50

○

0810810366

-

八代内科医院

0297-64-1710

3010842 茨城県龍ケ崎市八代町1078-2

○

0810810416

-

秋山診療所

0297-64-1651

3010811 茨城県龍ケ崎市宮渕町崎市宮渕101

○

0810810507

-

みやおか外科整形外科クリニック

0297-62-3761

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町参区635

○

0810810564

医療法人 竜仁会

牛尾病院

0297-66-6111

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町1-15-1

○

0810810648

-

鴻巣クリニック

0297-61-0151

3010832 茨城県龍ケ崎市緑町200

○

0810810655

医療法人社団 うちだ医院

うちだ医院

0297-64-8821

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘4-5-3

○

0810810663

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 茨城県済
龍ヶ崎済生会病院
生会

0297-63-7111

3010854 茨城県龍ケ崎市中里1-1-1

○

0810810671

医療法人 明朝会

横田医院

0297-62-0047

3010012 茨城県龍ケ崎市上町2941-1

○

0810810697

医療法人 高田整形外科

高田整形外科

0297-60-7227

3010853 茨城県龍ケ崎市松ケ丘2-24-6

○

0810810705

村井医院

村井医院

0297-62-3380

3010838 茨城県龍ケ崎市愛戸町55

○

0810810713

ひまわり眼科クリニック

ひまわり眼科クリニック

0297-65-3920

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町1230-3

○

0810810721

中村クリニック

中村クリニック

0297-64-6655

3010000 茨城県龍ケ崎市8686

○

0810810754

朝野 晴彦

朝野循環器科クリニック

0297-62-0178

3010824 茨城県龍ケ崎市下町2887

○

0810810762

医療法人 昴会

医療法人 昴会 野村医院

0297-62-6561

3010000 茨城県龍ケ崎市3316-2

○

0810830709

檜垣 壮一郎

中根台歯科クリニック

0297-60-8333

3010002 茨城県龍ケ崎市中根台2-13-30

○

0811010362

医療法人社団 医仁会 渡邉クリニック

医仁会 渡邉クリニック

0296-43-7773

3040064 茨城県下妻市本城町1-44-2

○

0811010388

菊山 茂博

菊山胃腸科外科医院

0296-44-2014

3040068 茨城県下妻市下妻丁81-7

○

0811010396

医療法人 医靖会

古橋耳鼻咽喉科医院

0296-45-0777

3040023 茨城県下妻市大串120-2

○

0811010412

中山医院

中山医院

0296-43-2512

3040014 茨城県下妻市中郷185

○

0811010420

医療法人社団 健成会

軽部病院

0296-44-3761

3040067 茨城県下妻市下妻乙398-1

○

0811010438

医療法人 仁正会

下条整形外科

0296-43-3666

3040064 茨城県下妻市本城町1-48-3

○

0811010479

外山 晃

とやまクリニック

0296-30-5010

3040057 茨城県下妻市石の宮57-1

○

0811010487

医療法人社団 源守会

中嶋医院

029-644-3008

3040067 茨城県下妻市下妻乙145

○

0811110352

医療法人 寛正会

水海道さくら病院

0297-23-2223

3030005 茨城県常総市水海道森下町4447-5

○

0811110386

白澤 昭弘

しらさわ耳鼻咽喉科クリニック

0297-22-0065

3030031 茨城県常総市水海道山田町1542-8

○

0811110535

医療法人 研西会

水海道西部病院

0297-24-1211

3030041 茨城県常総市豊岡町丙685

○

0811110543

医療法人社団 しば医院

しば医院

0297-30-4811

3002707 茨城県常総市本石下4772-4

○

0811210244

河野 拓司

脳神経外科ブレインピア南太田

0294-70-1711

3130043 茨城県常陸太田市谷河原町1183-1

○

0811210251

医療法人 藤慈会

藤井病院

0294-72-5511

3130016 茨城県常陸太田市金井町3670

○

0811210285

医療法人 石川医院

石川医院

0294-76-9011

3130103 茨城県常陸太田市下宮河内町113-4

○

0811210293

医療法人 根本医院

根本医院

0294-76-2255

3130123 茨城県常陸太田市久米町200

○

0811210301

-

小林医院

0294-85-0010

3130213 茨城県常陸太田市町田町2093

○

0811210335

常陸太田市 常陸太田市長 渡辺 龍一

常陸太田市天下野診療所

0294-87-0456

3130351 茨城県常陸太田市天下野町4954

○

0811210368

医療法人 西山会

ひたちの中央クリニック

0294-72-5125

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町931-6

○

0811410026

医療法人 愛正会

やすらぎの丘温泉病院

0293-24-1212

3180003 茨城県高萩市下手綱1951-6

○

0811410224

医療法人 それいゆ会

高萩それいゆ病院

0293-24-0770

3180004 茨城県高萩市上手綱赤塚268

○

0811410273

医療法人 博順会

医療法人 博順会 高萩クリニック

0293-22-2106

3180024 茨城県高萩市秋山625

○

0811410281

医療法人 宗作会

滝川医院

0293-23-3100

3180031 茨城県高萩市春日町2-64

○

0811410299

医療法人 たばたクリニック

たばたクリニック

0293-20-5511

3180002 茨城県高萩市高戸382-1

○

0811410307

樋渡 克俊

樋渡医院

0293-23-2928

3180032 茨城県高萩市大和町2-59

○

0811410315

鈴木 美奈子

たかはぎ眼科

0293-22-1166

3180033 茨城県高萩市本町2-88-3

○

0811410331

高橋 惠一

県北医療センター高萩協同病院

0293-23-1122

3180004 茨城県高萩市上手綱1006-9

○

0811510163

医療法人 芳医会

医療法人 芳医会 瀧病院

0293-42-1221

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305

○

0811510171

-

広橋第二病院

0293-46-0630

3191722 茨城県北茨城市関本町福田1871

○

0811510262

-

かもめ・大津港クリニック

0293-46-0133

3191704 茨城県北茨城市大津町北町432-1

○

0811510288

医療法人 芳医会

あおぞらクリニック

0293-30-7770

3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2547番地

○

0811510296

中野 純樹

なかの循環器科内科クリニック

0293-30-1002

3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2829番地

○

0811610278

医療法人 長寿会

磯医院

0296-74-4790

3091635 茨城県笠間市稲田2272

○

0811610286

-

神里医院

0296-72-0177

3091611 茨城県笠間市笠間1256

○

0811610294

医療法人 太田皮フ科

太田皮フ科

0296-72-7777

3091611 茨城県笠間市笠間179

○

0811610302

池内 利夫

いけうち医院

0296-72-1105

3091611 茨城県笠間市笠間1200

○

0811610310

-

茨城県立中央病院

0296-77-1121

3091703 茨城県笠間市鯉淵6528

○

0811610328

茨城県病院事業管理者 古田 直樹

茨城県立こころの医療センター

0296-77-1151

3091717 茨城県笠間市旭町654

○

0811610336

医療法人社団 聖嶺会

立川病院

0296-77-7211

3091736 茨城県笠間市八雲2-12-14

○

0811610369

-

塙医院

0296-77-0072

3091736 茨城県笠間市八雲2-4-11

○

0811610385

-

あさひクリニック

0296-78-5011

3091717 茨城県笠間市旭町108-6

○

0811610393

-

常陸クリニック

0296-78-5911

3091717 茨城県笠間市旭町472-1

○

0811610419

医療法人 てらだ内科消化器科

医療法人 てらだ内科消化器科

0296-70-5500

3091705 茨城県笠間市東平3-1-21

○

0811610427

医療法人 わたなべ整形外科

わたなべ整形外科

0296-70-5577

3091703 茨城県笠間市鯉淵6266-140

○

0811610435

根本 賢

ねもとクリニック

0296-77-7011

3091738 茨城県笠間市大田町215-13

○

0811610443

医療法人 山本内科小児科医院

山本内科小児科医院

0296-71-2232

3091705 茨城県笠間市東平4-5-34

○

0811610450

医療法人 石橋内科医院

石橋内科医院

0296-71-3138

3091703 茨城県笠間市鯉淵6268-102

○

0811610476

医療法人社団 梅林会 梅里クリニック

梅里クリニック

0299-45-2002

3190202 茨城県笠間市下郷4468

○

0811610492

-

高瀬医院

0299-45-2140

3190206 茨城県笠間市安居1291

○

0811610500

本多 教章

本多内科・循環器科医院

0299-37-8556

3190207 茨城県笠間市福島396

○

0811610518

-

笠間市立病院

0296-77-0034

3091737 茨城県笠間市中央1-2-24

○

0811610526

医療法人 慈永会

根本産婦人科医院

0296-77-0431

3091736 茨城県笠間市八雲1-4-21

○

0811610534

西堀 靖広

にしぼり整形外科

0299-37-6026

3190209 茨城県笠間市泉2077-3

○

0811610542

医療法人 小沢眼科内科病院

小沢眼科内科病院付属友部診療所

0296-71-2311

3091702 茨城県笠間市五平72-1

○

0811710102

高橋 惠一

JAとりで総合医療センター

0297-74-5551

3020022 茨城県取手市本郷2-1-1

○

0811710284

-

戸頭皮膚科クリニック

0297-78-4343

3020034 茨城県取手市戸頭6-31-18

○

0811710318

-

竹村医院

0297-72-0002

3020005 茨城県取手市東1-2-12

○

0811710359

医療法人 西秀会

西間木病院

0297-78-1101

3020034 茨城県取手市戸頭1-8-21

○

0811710672

医療法人順心会

とりで医院

0297-74-6131

3020006 茨城県取手市青柳114

○

0811710730

草間 泰夫

草間医院

0297-72-0343

3020006 茨城県取手市青柳707-3

0811710763

小林 晴

こばやし医院

0297-70-5000

3020013

0811710771

取手産婦人科

取手産婦人科

0297-78-3111

3020034 茨城県取手市戸頭286-18

○

0811710789

井野団地クリニック

井野団地クリニック

0299-70-6250

3020012 茨城県取手市井野団地3-17-101

○

0811710797

ローズ皮膚科クリニック

ローズ皮膚科クリニック

0297-70-6262

3020004

0811710896

医療法人社団

村橋整形外科皮膚科医院

0297-83-6606

3001512 茨城県取手市藤代箕輪前733-2

○

0811711001

-

藤代中央クリニック

0297-82-5454

3001504 茨城県取手市萱場837-1

○

0811711076

医療法人 村田病院

村田内科クリニック

0297-83-4976

3001532 茨城県取手市谷中34-1

○

0811711100

高橋 綾子

高橋医院

0297-72-0421

3020023 茨城県取手市白山1-8-14

○

0811711118

医療法人社団 仁風会

医療法人社団仁風会堤医院

0297-72-1012

3020022 茨城県取手市本郷5-9-21

○

0811711159

医療法人 西秀会

さくら整形外科クリニック

0297-71-6280

3001525 茨城県取手市桜が丘1-2-1

○

0811711167

松丸 一彦

松丸内科クリニック

0297-70-2012

3020038 茨城県取手市下高井1969-14

○

0811711183

医療法人社団 康生会

飯泉内科クリニック

0297-83-8818

3001512 茨城県取手市藤代1121-2

○

0811711191

医療法人社団耕潤会

医療法人社団耕潤会ハートフルふじしろ病院

0297-83-7177

3001505 茨城県取手市下萱場225

○

0811711217

医療法人社団 香晟会

丸野医院

0297-74-4199

3020026 茨城県取手市稲853

○

0811810233

岩本 康人

岩本内科医院

0297-35-1040

3060607 茨城県坂東市弓田846-2

○

0811810241

石川 宏志

石川眼科クリニック

0297-36-7711

3060631 茨城県坂東市岩井5078

○

0811810258

医療法人 楽生会

木根淵外科胃腸科病院

0297-35-3131

3060632 茨城県坂東市辺田1430-1

○

0811810266

木村クリニック

木村クリニック

0297-47-5027

3060631 茨城県坂東市岩井1600

○

0811810332

倉持医院

倉持医院

0297-30-3100

3060515 茨城県坂東市沓掛1508

○

0811810365

-

岩本医院

0297-44-2033

3060515 茨城県坂東市沓掛850-1

○

0811810373

医療法人社団 プラスワン

緑野クリニック

0297-30-3311

3060515 茨城県坂東市沓掛2526-1

○

0811910025

医療法人社団 常仁会

牛久愛和総合病院

0298-73-3111

3001296 茨城県牛久市猪子町字五十塚８９６番地

○

0811910116

-

みどり野外科胃腸科

0298-73-6151

3001222 茨城県牛久市南4-39-2

○

0811910199

-

牛久皮膚科医院

0298-73-8781

3001221 茨城県牛久市牛久町280 エスカード牛久4F

○

0811910231

社会医療法人 若竹会

社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院

0298-72-1771

3001211 茨城県牛久市柏田町1589-3

○

0811910363

-

植松整形外科

0298-74-7878

3001222

0811910454

医療法人社団 たつ巳会

医療法人社団たつ巳会 小倉胃腸科肛門科

0298-41-3000

3001295 茨城県牛久市東猯穴町1275-2

○

0811910470

医療法人社団 桜水会

医療法人社団 桜水会 柏田診療所

0298-30-7000

3001232 茨城県牛久市上柏田2-39-1

○

0811910496

医療法人 哲奈会

髙野耳鼻咽喉科クリニック

0298-70-5311

3001222 茨城県牛久市南2-22-7

○

0811910504

高野 信孝

髙野クリニック

029-874-2100

3001222 茨城県牛久市南1-3-35

○

0811910512

泉 憲治

いずみ内科医院

0298-30-8655

3001221 茨城県牛久市牛久町165-1

○

0811910538

中野 温

中野医院

029-873-8677

3001235 茨城県牛久市刈谷町3-96

○

0811910546

医療法人社団憩樹会

則武内科クリニック

029-871-7878

3001207

0811910561

芳賀 真司

ひたち野内科クリニック

029-872-0480

3001203 茨城県牛久市下根町773-5

○

0811910595

医療法人 星野皮フ科アレルギー科クリニック

星野皮フ科アレルギー科クリニック

029-871-3050

3001222 茨城県牛久市南1-6-40 クリニックビル牛久

○

0811910611

井上 由加利

井上内科クリニック

029-830-7555

3001233 茨城県牛久市栄町5-45-1

○

0811910652

医療法人社団 道華会

医療法人社団 道華会 犬童こどもクリニック

029-830-7262

3001232 茨城県牛久市上柏田4-54-10

○

0811910686

河村 智教

河村皮膚科

029-873-0123

3001211 茨城県牛久市柏田町3314-2

○

0812010171

-

筑波記念病院

0298-64-1212

3002622 茨城県つくば市要1187-299

○

0812011211

-

いちはら病院

0298-64-0303

3003253 茨城県つくば市大曽根3681

○

茨城県取手市台宿2-27-31 第2エステート寺
田101

茨城県取手市取手3-4-22 取手クリニックビ
ル3F-1

茨城県牛久市南1-6-40 クリニックビル牛久
1F

茨城県牛久市ひたち野東5-3-2ひたち野うし
く池田ビル1階

○
○

○

○

○

0812011351

-

林クリニック

0298-59-0550

3050061 茨城県つくば市稲荷前5-6

○

0812011419

-

ほりかわクリニック

0298-77-1002

3003257 茨城県つくば市筑穂2-11-1

○

0812011500

-

さとう成人病クリニック

0298-39-4141

3050834 茨城県つくば市手代木1936-9

○

0812011518

医療法人 長沢眼科

長沢眼科

0298-51-1116

3050832 茨城県つくば市西岡252

○

0812011526

医療法人 テーデーシー

川井クリニック

0298-54-1881

3050812 茨城県つくば市東平塚715-1

○

0812011559

医療法人 飯岡医院

医療法人飯岡医院

0298-57-7526

3050003 茨城県つくば市桜3-20-2

○

0812011567

医療法人社団 仁愛会つくば

仁愛内科医院

0298-55-4577

3050034 茨城県つくば市小野崎785-1

○

0812011575

高田真智子

高田眼科

0298-63-3711

3050821 茨城県つくば市春日3-18-1

○

0812011591

医療法人社団 広紫会

医療法人社団 広紫会 広瀬医院

0298-67-0127

3004231 茨城県つくば市北条85

○

0812011617

北條 一夫

北條医院

0298-64-0006

3003261 茨城県つくば市花畑3-28-8

○

0812011625

渋谷 進

渋谷クリニック

0298-63-5252

3050018 茨城県つくば市金田字前田２０２９－１

○

0812011666

医療法人 大見会

大見クリニック

0298-57-7373

3050021 茨城県つくば市古来320-5

○

0812011674

大穂皮膚科クリニック

大穂皮膚科クリニック

0298-64-1712

3003257 茨城県つくば市筑穂2-8-4

○

0812011682

医療法人社団つくば健仁会

医療法人つくば健仁会 とよさと病院

0298-47-2631

3002615 茨城県つくば市田倉4725

○

0812011716

前島 正基

前島レディースクリニック

0298-59-0726

3050035 茨城県つくば市松代4-10-12

○

0812011724

医療法人社団 双愛会

医療法人社団双愛会 つくば双愛病院

0298-73-2511

3001245 茨城県つくば市高崎1008

○

0812011732

楠瀬 夏彦

楠瀬医院

0298-76-2711

3001255 茨城県つくば市小茎509-1

○

0812011765

柴久喜 照一

ユーカリ医院

0298-74-1531

3001243 茨城県つくば市大井正円塚1622-3

○

0812011773

医療法人社団 筑三会

医療法人社団 筑三会 筑波胃腸病院

0298-74-3341

3001252 茨城県つくば市高見原1-2-39

○

0812011781

医療法人 恩澤会

自由ヶ丘医院

0298-76-0888

3001266 茨城県つくば市自由ケ丘165-19

○

0812011799

林野庁

林野庁共済組合筑波診療所

0298-73-3211

3050903 茨城県つくば市松の里1 林業試験場

○

0812011815

笠井 美彦

笠井整形外科医院

0298-73-5050

3001245 茨城県つくば市高崎2277-13

○

0812011823

医療法人社団 健正会

医療法人社団 健正会 茎崎アオイ病院

0298-71-7777

3001253 茨城県つくば市天宝喜714-1

○

0812011831

日比野 敏子

高崎クリニック

0298-73-3733

3001245 茨城県つくば市高崎772-12

○

0812011849

医療法人 博矢会

樫村内科消化器科クリニック

0298-63-0606

3050042 茨城県つくば市下広岡清水久保744-1

○

0812011856

医療法人 メディテックつくば

ひがし外科内科医院

0298-56-7070

3050046 茨城県つくば市東2-26-16

○

0812011864

太田 均

太田医院

029-838-5333

3050834 茨城県つくば市手代木字上谷原３０９－４

○

0812011872

医療法人 幸晴会

渡辺医院

029-851-0550

3050034 茨城県つくば市小野崎476

○

0812011898

廣瀬 敦

あつしクリニック

029-850-7878

3004251 茨城県つくば市田水山975

○

0812011914

医療法人社団 彩黎会

医療法人社団 彩黎会 ホームクリニックつく
ば

029-868-6611

3050061 茨城県つくば市稲荷前31-2-105

○

0812011948

住田 恵

ユークリニック

029-850-5530

3050024 茨城県つくば市倉掛1208-1

○

0812011963

手代木クリニック

手代木クリニック

029-839-4160

3050834 茨城県つくば市手代木1918-1

○

0812012003

高野 喬

岡田医院

029-857-2132

3050023 茨城県つくば市上ノ室1611

○

0812012029

医療法人 清水こどもクリニック

医療法人清水こどもクリニック

029-860-2525

3050046 茨城県つくば市東2-31-8

○

0812012037

菊池 博

菊池内科クリニック

029-839-5070

3050861 茨城県つくば市谷田部5915

○

0812012078

医療法人社団 筑波記念会

筑波総合クリニック

029-877-1221

3002622 茨城県つくば市要65番地

○

0812012086

小倉 正徳

小倉医院

029-866-0108

3004353 茨城県つくば市沼田181

○

0812012128

医療法人社団 雄好会

つくばシティア内科クリニック

029-856-5500

3050031

茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビ
ル4F

○

0812012136

角田 克博

つくばシティアビル皮フ科

029-856-5515

3050031

茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビ
ル3F

○

0812012144

吉田 透

つくばシティアビル整形外科

029-856-5050

3050031

茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビ
ル1F

○

0812012151

医療法人 博友会

医療法人博友会菊池内科クリニック

029-839-5070

3050861 茨城県つくば市谷田部5915

○

0812012169

医療法人 渋谷クリニック

医療法人渋谷クリニック

029-863-5252

3050018 茨城県つくば市金田字前田2029-1

○

0812012185

酒寄 秀一

さかより耳鼻咽喉科

029-879-1187

3003257 茨城県つくば市筑穂2-4-12

○

0812012201

-

耳鼻咽喉科もりたクリニック

029-839-0330

3050074 茨城県つくば市高野台3丁目12-1

○

0812012219

-

小池医院

029-836-0654

3050871 茨城県つくば市上萱丸44-1

○

0812012227

-

みなのクリニック内科呼吸器科

029-850-4159

3050814 茨城県つくば市西平塚字ハサマ３１８番地１

○

0812012235

-

うえの整形外科

029-846-3022

3050043 茨城県つくば市大角豆字山下９７４－１

○

0812012243

医療法人 健南会

花クリニック南大通り

029-863-3561

3050032 茨城県つくば市竹園2-18-2

○

0812012250

田村 和彦

田村医院

029-837-1806

3050854 茨城県つくば市上横場2290-6

○

0812012276

有馬 譲

フォレストクリニック

029-846-3775

3050033 茨城県つくば市東新井26-13-105

○

0812012284

医療法人 水清会つくば学園クリニック

医療法人水清会つくば学園クリニック

029-863-6990

3050033 茨城県つくば市東新井21-8

○

0812012292

医療法人 小塙医院

つくばARTクリニック

029-863-6111

3050032 茨城県つくば市竹園1-6-1

○

0812012300

医療法人社団 みなみつくば会

サンシャイン・クリニック

029-839-3333

3050861 茨城県つくば市谷田部6107-14

○

0812012318

-

つくばセンタークリニック

029-851-9001

3050032

0812012342

医療法人 豊順会

医療法人 豊順会 あおやぎ医院

029-857-1585

3050023 茨城県つくば市上ノ室887

○

0812012359

医療法人 サカヨリメディカルネットワーク

酒寄医院

029-866-0106

3004354 茨城県つくば市国松855-2

○

0812012367

廣瀬 廣

広瀬クリニック

029-866-0129

3004354 茨城県つくば市国松56-1

○

0812012375

石原 恒星

並木内科クリニック

029-869-6969

3050044 茨城県つくば市並木4-42-203

○

0812012383

池上 美智子

いけがみ皮膚科

029-869-8222

3050044

0812012391

医療法人社団 新岳会

医療法人社団 新岳会 研究学園クリニック

029-860-5355

3050817 茨城県つくば市研究学園D6街区4画地

○

0812012409

医療法人 八千代会

ストレスケアつくばクリニック

029-863-2888

3050032 茨城県つくば市竹園1-4-1

○

0812012417

医療法人社団 黎明ヒルトップクリニック

黎明ヒルトップクリニック

029-877-3130

3003251 茨城県つくば市佐1004

○

0812012425

医療法人社団 清虹会

なないろレディースクリニック

029-860-7716

3050054 茨城県つくば市西大沼637-6

○

0812110179

-

株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院

029-272-5111

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-1

○

0812110526

医療法人

佐藤内科クリニック

029-285-2626

3120002 茨城県ひたちなか市高野2441-6

○

0812110773

医療法人 社団 克仁会

恵愛小林クリニック

029-263-0651

3111226 茨城県ひたちなか市幸町16-1

○

0812110898

-

いばらき診療所

029-285-6040

3120062 茨城県ひたちなか市高場167-2

○

0812111011

医療法人社団 源信会

市毛網野クリニック

029-354-0333

3120033 茨城県ひたちなか市市毛1152

○

0812111029

医療法人 薫光会

小松整形外科医院

029-275-4141

3120032 茨城県ひたちなか市津田3245-1

○

0812111037

遊座 文郎

遊座医院

029-262-2368

3111225 茨城県ひたちなか市釈迦町1-34

○

0812111045

医療法人社団 讃和会

勝田整形外科医院

029-274-5121

3120042 茨城県ひたちなか市東大島4-4-13

○

0812111052

医療法人社団 慈正会

原レディスクリニック

029-276-9577

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町2-11-10

○

0812111060

綾邉 健彦

あやべ内科医院

029-276-2800

3120041 茨城県ひたちなか市西大島2-12-1

○

0812111102

松島利明

松島眼科医院

029-276-5565

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町2-18-18

○

0812111110

医療法人社団 恵明会

四方医院

029-272-2061

3120048 茨城県ひたちなか市春日町12-2

○

0812111128

医療法人 秀仁会

医療法人 秀仁会

029-271-1100

3120052 茨城県ひたちなか市東石川1581

○

0812111136

医療法人社団 ハート

ハートクリニック松本

029-270-0101

3120062 茨城県ひたちなか市高場1673-12

○

0812111144

三代 寧

三代内科クリニック

029-354-0348

3120017 茨城県ひたちなか市長堀町3-8-4

○

0812111193

医療法人 黒澤内科医院

黒澤内科医院

029-264-1700

3111229 茨城県ひたちなか市湊中央1-5783-1

○

0812111201

早川 清一郎

はやかわクリニック

029-274-1153

3120032 茨城県ひたちなか市津田1949-5

○

0812111219

医療法人社団 尚仁会

おいかわクリニック

029-272-3408

3120034 茨城県ひたちなか市堀口616-5

○

0812111227

ますおか内科クリニック

ますおか内科クリニック

029-354-0567

3120053 茨城県ひたちなか市外野1-35-17

○

茨城県つくば市竹園1-6-1つくば三井ビル4
階

茨城県つくば市並木4-42並木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
2階

○

○

0812111243

藤崎整形外科医院

藤崎整形外科医院

029-275-0777

3120003 茨城県ひたちなか市足崎1474-25

○

0812111250

鈴木 謙一

さわ西クリニック

029-354-3700

3120062 茨城県ひたちなか市高場224

○

0812111284

山木 万里郞

やまき内科クリニック

029-354-6680

3120032 茨城県ひたちなか市津田東2-7-8

○

0812111300

医療法人社団 奚疑堂

ながおこどもクリニック

029-285-9040

3120062 茨城県ひたちなか市高場1180-6

○

0812111318

-

マナ・クリニック

029-354-0707

3120011 茨城県ひたちなか市中根4811-1

○

0812111326

-

あすくレディスクリニック

029-270-2020

3120011 茨城県ひたちなか市中根3324-1

○

0812111334

齊藤 直史

斉藤内科

029-272-7200

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3444-7

○

0812111342

医療法人社団 雄々会

医療法人社団 雄々会 中村眼科医院

029-272-2925

3120045 茨城県ひたちなか市勝田中央7-19

○

0812111359

医療法人社団 功秀会

亀山医院

029-272-3778

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3283-2

○

0812111375

医療法人 関内科医院

医療法人 関内科医院

029-272-3675

3120023 茨城県ひたちなか市大平4-2-13

○

0812111383

医療法人 悌仁会

つちだ内科泌尿器科クリニック

029-353-3135

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3841-10

○

0812210359

医療法人仁厚会

医療法人仁厚会まつおかクリニック

0299-82-1500

3140038 茨城県鹿嶋市城山4-3-37

○

0812210367

大久保敏男

大久保眼科

0299-85-0777

3140000 茨城県鹿嶋市厨2－9－12

○

0812210375

医療法人 社団 英正会

医療法人社団 英正会 鹿嶋眼科クリニック

0299-83-7445

3140034 茨城県鹿嶋市鉢形中山1526-3

○

0812210383

松田 かおり

さくらクリニック

0299-90-7722

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台2346-38

○

0812210391

医療法人社団 善仁会

医療法人社団 善仁会 小山記念病院

0299-85-1111

3140000 茨城県鹿嶋市厨5－1－2

○

0812210417

医療法人社団 善仁会

医療法人社団 善仁会 須賀クリニック

0299-90-3661

3140047 茨城県鹿嶋市須賀1346-1

○

0812210425

医療法人社団 澄隆会

井上眼科医院

0299-83-1608

3140031 茨城県鹿嶋市宮中8-9-30

○

0812210433

鹿嶋市

鹿嶋市夜間小児救急診療所

0299-82-6218

3140031

0812210441

とみかみクリニック

とみかみクリニック

0299-84-1192

3140031 茨城県鹿嶋市宮中297-3

○

0812210482

松永 剛

松永皮フ科クリニック

0199-77-7787

3140031 茨城県鹿嶋市宮中4526-10

○

0812210508

医療法人 松優会

松倉中央クリニック

0299-90-9222

3112215 茨城県鹿嶋市和786-16

○

0812310100

貞広 和則

延方クリニック

0299-66-1873

3112412 茨城県潮来市宮前1-11-8

○

0812310142

医療法人社団 福寿会

医療法人社団 福寿会 飯島内科

0299-66-0280

3112423 茨城県潮来市日の出8-13-2

○

0812310159

医療法人社団 英正会

潮来眼科クリニック

0299-80-1061

3112424 茨城県潮来市潮来前6065

○

0812310167

大久保 喜彦

大久保診療所

0299-62-2506

3112424 茨城県潮来市潮来143-2

○

0812310175

医療法人社団 英正会

医療法人社団英正会潮来眼科クリニック

0299-80-3322

3112437 茨城県潮来市永山777

○

0812310183

荒張 喜好

牛堀整形外科

0299-64-2888

3112437 茨城県潮来市永山777

○

0812410132

医療法人慶友会

守谷慶友病院

0297-45-3311

3020118 茨城県守谷市立沢980-1

○

0812410207

宮本 佳明

守谷耳鼻咽喉科クリニック

0297-47-1133

3020118 茨城県守谷市立沢235-8

○

0812410215

医療法人 厚守会

医療法人 厚守会 立沢クリニック

0297-45-7798

3020118 茨城県守谷市立沢140-8

○

0812410249

藤澤 裕志

新守谷皮膚科クリニック

0297-20-0024

3020118 茨城県守谷市立沢142-16

○

0812410256

川島 宣義

川島クリニック

1

3020128 茨城県守谷市けやき台6-16-14

○

0812410280

白木 正紀

メイヨークリニック

0297-45-8115

3020128 茨城県守谷市けやき台3-12-3

○

0812410314

-

医療法人社団弘明会さとう内科・脳神経外科ク
リニック

0297-21-1710

3020117 茨城県守谷市野木崎521-1

○

0812410355

医療法人 至心会

医療法人 至心会 よしみ内科胃腸科医院

0297-48-4891

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘2-2694-41

○

0812410363

柴田 佐和子

しばたキッズクリニック

0297-21-0811

3020118 茨城県守谷市立沢235-7

○

0812410389

医療法人社団 健栄会

医療法人社団健栄会 守谷駅前クリニック

0297-47-0003

3020115 茨城県守谷市守谷甲2545-100斎藤ビル5F

○

0812410405

塩澤 史隆

カリオクリニック

0297-48-8448

3020102 茨城県守谷市松前台1-1-6

○

0812410413

医療法人 慶友会

医療法人 慶友会 ひがしクリニック慶友

0297-48-6001

3020108 茨城県守谷市松並1630-1

○

0812510063

医療法人 博仁会

志村大宮病院

0295-53-1111

3192215 茨城県常陸大宮市上町313

○

茨城県鹿嶋市宮中1998-2 鹿嶋市保健セン
ター内

○

0812510154

医療法人一貫堂会

一貫堂クリニック

0295-54-7777

3192215 茨城県常陸大宮市下町3993

○

0812510162

医療法人 高村外科医院

高村外科医院

0295-57-2031

3193111 茨城県常陸大宮市山方1117-1

○

0812510253

社会福祉法人恩賜財団 済生会支部茨城県済生
常陸大宮済生会病院
会

0295-52-5151

3192256 茨城県常陸大宮市田子内町3033-3

○

0812610053

医療法人 貞心会

西山堂慶和病院

029-295-5121

3110133 茨城県那珂市鴻巣3247-1

○

0812610087

-

小野瀬医院

029-295-2221

3110111 茨城県那珂市後台1829-5

○

0812610160

医療法人 正宏会

はなわ内科クリニック

029-298-2526

3110107 茨城県那珂市額田南郷34-3

○

0812610178

医療法人 テンダーメディカル

かぼちゃクリニック

029-352-1107

3110103 茨城県那珂市横堀1291-29

○

0812610194

岡田 一乗

岡田クリニック

029-270-8188

3110111 茨城県那珂市後台3127-7

○

0812610210

胡居 郁朗

えびすいクリニック

029-295-8881

3110105 茨城県那珂市菅谷2773 33BL1-2

○

0812610228

佐川 曜子

さがわ皮膚科

029-353-1241

3110105 茨城県那珂市菅谷663-136

○

0812610236

医療法人 健清会

那珂記念クリニック

029-353-2800

3110113 茨城県那珂市中台745-5

○

0812610269

-

ルリア記念クリニック

029-296-3333

3192103 茨城県那珂市中里641-1

○

0812610285

医療法人 香風会

岩上記念病院

029-296-2066

3192105 茨城県那珂市古徳538-2

○

0812610293

医療法人社団 貫之会

木村医院

029-296-1165

3192102 茨城県那珂市瓜連1101

○

0812610319

河野 史尊

河野胃腸科外科

029-295-5386

3110100 茨城県那珂市竹ノ内3-10-5

○

0812610327

医療法人えびすいクリニック

医療法人えびすいクリニック

029-295-8881

3110105 茨城県那珂市菅谷2773

○

0812610335

医療法人 香風会

瓜連慶友整形外科

029-296-1116

3192105 茨城県那珂市古徳2185-1

○

0812610343

鵜殿 徹男

うどの眼科

029-352-0777

3110105 茨城県那珂市菅谷2991-1

○

0812610350

医療法人社団 緑翠会 理事長 寺門 正寿

瓜連中央医院

029-296-0271

3192102 茨城県那珂市瓜連1647

○

0812610368

中村 欣久

なかむらクリニック

029-353-2310

3110134 茨城県那珂市飯田2822-1

○

0812710069

鈴木 孝之

江戸崎眼科

0298-92-0262

3000508 茨城県稲敷市佐倉3254-1

○

0812710077

医療法人社団 仁誠会

佐倉クリニック

0298-92-7011

3000508 茨城県稲敷市佐倉3251-7

○

0812710143

医療法人 青葉会

ゆはらクリニック

0298-94-2002

3000638 茨城県稲敷市古渡３９－１

○

0812710192

医療法人 いなしきクリニック

医療法人 いなしきクリニック

029-892-3372

3000522 茨城県稲敷市蒲ケ山79-1

○

0812810133

川俣 圭子

川俣医院

0299-22-3075

3150075 茨城県かすみがうら市中志筑１３２９

○

0812810141

伊東 善哉

伊東クリニック

0299-59-1187

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉2633-172

○

0812910115

-

野口医院

0299-96-7373

3140115 茨城県神栖市知手98-41

○

0812910172

医療法人社団土合会

セントラルクリニック

0299-91-1188

3140144 茨城県神栖市大野原４－７－１１

○

0812910180

坂本 勉

坂本医院

0299-92-0700

3140146 茨城県神栖市平泉２７６９

○

0812910198

医療法人社団 澄隆会

かみす眼科

0299-91-1455

3140143 茨城県神栖市神栖１－６４－３３６

○

0812910214

城之内 宏至

城之内医院

0299-92-1261

3140132 茨城県神栖市筒井1518-8

○

0812910230

労働福祉事業団

鹿島労災病院

0479-48-4111

3140343 茨城県神栖市土合本町1-9108-2

○

0812910248

-

医療法人社団土合会 渡辺病院

0479-48-2121

3140343 茨城県神栖市土合本町２－９８０９－２０

○

0812910321

医療法人 永木外科胃腸科医院

医療法人 永木外科胃腸科医院

0479-48-0211

3140341 茨城県神栖市矢田部２９５９－１

○

0812910347

医療法人社団 三位会

人見医院

0299-96-0020

3140123 茨城県神栖市芝崎332

○

0812910354

社会福祉法人恩賜財団済生会 支部茨城県済生
済生会波崎診療所
会会長 橋本 昌

0479-44-0253

3140408 茨城県神栖市波崎8968

○

0813010055

朝倉秀樹

朝倉診療所

0299-72-0036

3113832 茨城県行方市麻生１１１０

○

0813010063

医療法人社団 聖勇会

麻生クリニック

0299-80-8005

3113803 茨城県行方市井貝353-24

○

0813010121

医療法人社団 鵠生会

医療法人社団鵠生会 曽内科クリニック

0299-36-2611

3113512 茨城県行方市玉造甲５１０－３

○

0813010139

医療法人 根本皮膚科医院

根本皮膚科医院

0299-55-2450

3113512 茨城県行方市玉造甲414-3

○

0813010147

羽生 一朗

つばさクリニック

0299-72-2830

3113835 茨城県行方市島並1511

○

0813110012

医療法人 渡辺会

大洗海岸病院

029-267-2191

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町915

○

0813110079

-

佐藤医院

029-288-2131

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1314

○

0813110327

-

加藤内科

029-267-5599

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1097

○

0813110384

-

中根医院

029-266-2010

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8185

○

0813110673

-

広沢クリニック

029-288-7651

3114313 茨城県東茨城郡城里町上入野滝ノ上2427-1

○

0813110681

-

医療法人 篠原医院

029-266-2046

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1333

○

0813110731

医療法人 誠潤会

城北病院分院

029-288-7221

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1223-1

○

0813110764

医療法人 さかた医院

さかた医院

029-267-6921

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3451-1

○

0813110772

医療法人 広沢クリニック

広沢クリニック

029-288-7651

3114313 茨城県東茨城郡城里町上入野２４２７－１

○

0813110798

中山 安彦

ひたち野病院

029-257-0015

3190323 茨城県水戸市鯉淵町４８８８－４

○

0813110806

医療法人 堀越医院

堀越医院

029-292-3361

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡３３１７

○

0813110814

谷口 恭亮

谷口内科医院

029-293-7531

3113122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎４２３０－２

○

0813110822

医療法人 渡辺会

大洗海岸コアクリニック

029-264-5700

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町903-1

○

0813110863

井出 誠

井出整形外科・内科クリニック

029-219-2556

3113131 茨城県東茨城郡茨城町小堤１１４３－１

○

0813110871

医療法人社団 いばらき会

いばらき診療所こづる

029-291-0055

3113107 茨城県東茨城郡茨城町小鶴１２７－１

○

0813110897

医療法人 清水医院 理事長 清水 哲

清水医院

029-267-6116

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町126

○

0813111010

城里町

城里町国民健康保険七会診療所

0296-88-2012

3114402 茨城県東茨城郡城里町小勝516

○

0813111036

医療法人 井出整形外科内科クリニック

医療法人井出整形外科内科クリニック

029-219-2556

3113131 茨城県東茨城郡茨城町小堤1144-1

○

0813111077

医療法人宇佐神クリニック 理事長 宇佐神 正海 医療法人宇佐神クリニック

029-219-0033

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3652-306

○

0813111085

調 徳也

しらべクリニック

029-240-9800

3114323 茨城県東茨城郡城里町上圷886-1

○

0813310646

-

東海クリニック

029-283-1711

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川水神堂944

○

0813310794

医療法人社団 いばらき会

いばらき診療所とうかい

029-283-4110

3191102 茨城県那珂郡東海村石神内宿１７２４－１

○

0813311032

医療法人 アルカディア･イースト

植村整形外科クリニック

029-270-5117

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川689-7

○

0813311040

医療法人 靖裕会

東原クリニック

029-283-2301

3191106 茨城県那珂郡東海村白方1707-1

○

0813311065

独立行政法人 日本原子力研究開発機構

独立行政法人日本原子力研究開発機構荒谷
台診療所

029-282-5700

3191112 茨城県那珂郡東海村村松1111-1

○

0813311073

医療法人社団 緑整会

医療法人社団緑整会石井整形外科クリニック

029-270-5141

3191117

0813311081

茨城県東海村 東海村長 村上達也

村立東海病院

029-282-2188

3191112 茨城県那珂郡東海村村松２０８１番地２

○

0813311115

武藤 文男

武藤小児クリニック

029-282-7722

3191102 茨城県那珂郡東海村石神内宿2245-10

○

0813410271

-

慈泉堂病院

0295-72-1550

3193526 茨城県久慈郡大子町大子856-1

○

0813410347

小林郷次郎

樋口医院

02957-2-0034

3193526 茨城県久慈郡大子町大子７０５

○

0813410370

医療法人保内郷厚生会 理事長 櫻山 拓雄

医療法人保内郷厚生会保内郷メディカルクリ
ニック

0295-72-0179

3193526 茨城県久慈郡大子町大子824

○

0813810744

医療法人社団 仁誠会

川村 医院

0298-87-3511

3000306 茨城県稲敷郡阿見町曙１７８

○

0813810876

森脇 正之

森脇整形外科

029-843-7888

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷２３３７－８

○

0813810884

医療法人 恵泉会

医療法人恵泉会おおさわ眼科

029-843-7272

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-2-3

○

0813811007

医療法人社団 仁誠会

阿見第一クリニック

029-887-3511

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見３０２０－１

○

0813811023

医療法人社団 仁誠会

江島記念眼科歯科口腔外科クリニック

029-887-0271

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見3037-1

○

0813811049

医療法人社団 香尽会

宮崎こどもクリニック

029-891-3000

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎1-29-11

○

0813811056

医療法人 康佑会

医療法人 康佑会 さかえ医院

029-888-2662

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央4-8-24

○

0814210274

医療法人八千代会

八千代病院

0296-48-1181

3003551 茨城県結城郡八千代町栗山２３８

○

0814210308

茨城西南医療センター病院附属八千代診療所

茨城西南医療センター病院附属八千代診療所

0296-48-2001

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1170-1

○

0814210324

佐々木 浩之

佐々木整形外科

0296-30-2424

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1065-2

○

茨城県那珂郡東海村東海3-2-11 ティービ
ル1階

○

0814310066

茨城県厚生農業協同組合連合会

茨城西南医療センター病院

0280-87-8111

3060433 茨城県猿島郡境町2190

○

0814310660

村田 靖

村田医院

0280-87-0066

3060400 茨城県猿島郡境町４５２－１

○

0814310694

安藤隆

安藤整形外科

0280-91-3900

3060221 茨城県古河市駒羽根３２４

○

0814310769

沼尻 浩二

ぬまじり医院

0280-81-3360

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸２４７

○

0814310819

医療法人 沼尻医院

ぬまじり医院

0280-81-3360

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸247

○

0814310827

医療法人社団 総秋会

医療法人社団 総秋会 優心会クリニック

0280-81-1617

3060433 茨城県猿島郡境町193

○

0817110018

医療法人 鴻仁会

上の原病院

0296-75-3128

3091226 茨城県桜川市上野原地新田１５９－２

○

0817110026

県西総合病院組合

県西総合病院

0296-75-3171

3091223 茨城県桜川市鍬田604

○

0817110083

-

袖山医院本院

0296-75-2019

3091213 茨城県桜川市西桜川1-43

○

0817110091

-

平島医院

0296-75-2510

3091211 茨城県桜川市岩瀬198

○

0817110182

-

つくし野クリニック

0296-20-7755

3004414 茨城県桜川市真壁町椎尾2022

○

0817110190

医療法人 シリウス

なかはら整形外科医院

0296-23-9955

3004417 茨城県桜川市真壁町飯塚４９６－１

○

0817110208

医療法人 次恵会 田崎内科医院

田崎内科医院

0296-55-2511

3004411 茨城県桜川市真壁町田268-6

○

0817110257

仁保 文平

仁保内科医院

0296-23-8088

3004408 茨城県桜川市真壁町真壁425

○

0817110265

医療法人同愛会 理事長 延島 茂人

医療法人同愛会延島クリニック

0296-58-5058

3091233 茨城県桜川市東飯田658

○

0817110273

医療法人 聡帆会

阿部田医院

0296-55-0305

3004422 茨城県桜川市真壁町亀熊123-1

○

0817210016

-

樅山診療所

0291-37-0045

3111426 茨城県鉾田市樅山576-27

○

0817210149

医療法人 攻理会

北浦整形外科

0291-33-2136

3111517 茨城県鉾田市鉾田１６１９－３

○

0817210164

-

たきもとクリニック

0291-39-5550

3112103 茨城県鉾田市汲上3128

○

0817210172

医療法人 真成会

札クリニック

0291-34-5555

3112116 茨城県鉾田市札６２２－２

○

0817310030

-

緑クリニック医院

0297-58-5222

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田2215-4

○

0817310055

-

医療法人社団 谷井田医院

0297-57-0500

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田1071

○

0817310063

-

伊奈クリニック

2

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2243-1

○

0817310113

磯部 剛志

みらい平こどもクリニック

0297-47-2255

3002359

0817310121

医療法人 ふなやま会

医療法人 ふなやま会 ふなやま内科クリニッ
ク

0297-25-3111

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台2-10-1

○

0817410012

医療法人社団 白帆会 小川南病院

小川南病院

0299-58-1131

3113423 茨城県小美玉市小川733

○

0817410020

-

松本医院

2

3113423 茨城県小美玉市小川1330-4

○

0817410079

-

木村医院

0299-46-0016

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2556-2

○

0817410087

-

木村医院

0299-47-0010

3190113 茨城県小美玉市竹原2097

○

0817410103

-

羽鳥医院

2

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2732-8

○

0817410129

-

けやきクリニック

2

3190133 茨城県小美玉市張星503-3

○

0817410137

-

希望ヶ丘ひきクリニック

2

3190116 茨城県小美玉市中台843-10

○

0817410145

-

寺山皮膚科・形成外科

2

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2716-27

○

0817410152

-

医療法人 聖和会 つくば病院

0299-26-1271

3113433 茨城県小美玉市高崎2032-6

○

0817410160

-

小塙医院

0299-58-3185

3113435 茨城県小美玉市田木谷169-3

○

0817410186

-

石岡循環器科脳神経外科病院

0299-58-5211

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1768-29

○

0817410194

-

大津内科クリニック

2

3113435 茨城県小美玉市田木谷935-107

○

0817410210

-

やまぐち医院

2

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1747-10

○

0817410228

-

小美玉市国民健康保険白河診療所

0299-53-0014

3113404 茨城県小美玉市飯前589-3

○

0817410236

小美玉市

小美玉市医療センター

0299-58-2711

3113422 茨城県小美玉市中延651-2

○

0817410244

緑川 剛

緑川整形外科医院

0299-28-7002

3190121 茨城県小美玉市羽刈６２８－２

○

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1 672街区10
画地

○

0830132304

加部東 正善

かぶとう歯科医院

029-244-6480

3180014 茨城県高萩市東本町2-46-4

○

0830132353

松尾 裕之

松尾歯科医院

029-246-0648

3100836 茨城県水戸市元吉田町1630-4

○

0830132932

海老根 学

笠原中央歯科医院

029-305-6480

3100852 茨城県水戸市笠原町５６５－５

○

0830132965

高山 正熙

たかやま歯科医院

029-231-0934

3100004 茨城県水戸市青柳町４７５９－２

○

0830132981

宮田宗広

中央ビル歯科医院

029-302-5217

3100026 茨城県水戸市泉町２－３－２中央ビル７階

○

0830133013

上野 卓也

上野医院歯科内科

029-253-1351

3114146 茨城県水戸市中丸町267

○

0830133039

田崎 滋子

ヴィーナス歯科クリニック

029-240-0648

3111134 茨城県水戸市百合が丘町８１４－１

○

0830133047

医療法人 のぐち歯科医院

のぐち歯科医院

029-226-5666

3100803 茨城県水戸市城南２丁目５－４５

○

0830133054

泉 俊郎

泉歯科矯正歯科医院

029-254-8035

3100903 茨城県水戸市堀町1108-1

○

0830133070

尾山 正洋

尾山歯科医院

029-241-6730

3100851 茨城県水戸市千波町２２７０－３

○

0830133088

浅田 正裕

浅田歯科医院

029-254-5525

3114152 茨城県水戸市河和田１－１５１３－３２

○

0830133120

洞上 正人

ハーモニーデンタルクリニック

029-232-3737

3100026

0830133146

大津 亮

ほうとく歯科

029-309-5656

3114153 茨城県水戸市河和田町４４０５－１１８

○

0830133153

愛和歯科医院

愛和歯科医院

029-305-1115

3100852 茨城県水戸市笠原町1029-2

○

0830133179

小澤 永久

小澤歯科医院

029-251-6424

3100912 茨城県水戸市見川5-125-10

○

0830133229

高宮 哲二

高宮歯科医院

029-259-6405

3190315 茨城県水戸市内原町1531

○

0830133260

中庭 敏博

モダンデンタル中庭歯科医院

029-254-1630

3114152 茨城県水戸市河和田2-1-7

○

0830133286

医療法人 クラーク会

おかざき矯正歯科クリニック

029-300-4187

3100021 茨城県水戸市南町3-2-44

○

0830133302

鈴木 智大

すずき歯科クリニック

029-246-4618

3100845 茨城県水戸市吉沢町２７１－３

○

0830133351

医療法人 良裕会

上田歯科クリニック

029-252-1166

3100044 茨城県水戸市西原1-15-21

○

0830133369

河原 聖直

河原歯科医院

029-225-8302

3100011

0830133377

医療法人 ひかり歯科

医療法人 ひかり歯科

029-255-6480

3114153 茨城県水戸市河和田町185-5

○

0830133385

医療法人 三真会

原田歯科クリニック

029-259-2014

3190315 茨城県水戸市内原町844-1

○

0830133393

医療法人 英徳会

ファーストデンタルクリニック

029-222-3688

3100015 茨城県水戸市宮町1-1-1水戸駅ビル6F

○

0830231544

北見 修一

北見歯科クリニック

0294-21-5509

3170073 茨城県日立市幸町２－１０－１

○

0830231569

西田 篤郎

平和歯科クリニック

0294-23-2311

3170062

0830231577

佐藤 慶尚

サトウ歯科クリニック

0294-27-6020

3170071 茨城県日立市鹿島町２－９－１３

○

0830231585

山本 雅則

多賀歯科医院

0294-37-5521

3160014 茨城県日立市東金沢町５－２５－８

○

0830231593

医療法人社団 運上会

医療法人社団 運上会 比佐デンタルクリニッ
ク

0294-52-2282

3191223 茨城県日立市みなと町８－１

○

0830231601

アン歯科クリニック

アン歯科クリニック

0294-53-1577

3191224 茨城県日立市南高野町3-9-8

○

0830231627

宮井歯科医院

宮井歯科医院

0294-42-4439

3191414 茨城県日立市日高町1-6-2

○

0830231668

庄司 公紀

庄司歯科

0294-54-3993

3191222 茨城県日立市久慈町2-9-22

○

0830231676

岩波 正浩

まさひろ歯科

0294-21-2311

3170073 茨城県日立市幸町1-7-7

○

0830231692

後藤 勉

後藤歯科医院

0294-24-4844

3170071 茨城県日立市鹿島町2-5-10

○

0830231718

塙 美智子

歯科塙医院

0294-53-1577

3170055 茨城県日立市宮田町1-2-11

○

0830331609

伊藤 寿

伊藤歯科医院

0298-34-2440

3000844 茨城県土浦市乙戸９２１－１

○

0830331625

福島 隆史

福島歯科医院

0298-23-2248

3000813 茨城県土浦市富士崎1-12-6

○

0830331633

小竹 進

みなと歯科クリニック

0298-35-3480

3000034

0830331658

柴沼 博之

柴沼歯科

0298-26-7119

3000803 茨城県土浦市佐野子１２２０－１

○

0830331666

北井 克尚

ひまわり歯科医院

0298-31-9983

3000013 茨城県土浦市神立町６４２－９

○

0830331674

金子 夕起子

六本堂歯科

0298-42-8183

3001171 茨城県土浦市荒川沖東２－４－１

○

茨城県水戸市泉町１－２－２５ ベルク泉町１
階

茨城県水戸市三の丸1-3-10三の丸ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ
1F

茨城県日立市平和町１－１８－１５ 日立ビル
１F

茨城県土浦市港町１－４－１９ ワコー第２ビ
ル３Ｆ

○

○

○

○

0830331682

鶴町 仁

鶴町歯科クリニック

0298-41-0070

3001174 茨城県土浦市荒川沖西２－１２－１

○

0830331708

田中 一朋

田中歯科医院

029-821-3426

3000033 茨城県土浦市川口１－１０－１７

○

0830331716

あおき歯科医院

あおき歯科医院

029-821-0321

3000051 茨城県土浦市真鍋5-17-7

○

0830331740

櫻井 勝

さくらい歯科医院

029-824-2005

3000027 茨城県土浦市木田余東台3-9-30

○

0830331757

大窪 久光

ひさみつ歯科医院

029-841-0077

3001171 茨城県土浦市荒川沖東2-6-11

○

0830331831

永井 達之

ながい歯科クリニック

029-846-1122

3000038 茨城県土浦市大町4-13

○

0830331856

加茂 良理

加茂歯科医院

029-824-5117

3000817 茨城県土浦市永国879-6

○

0830331880

医療法人 ナカジマ矯正歯科クリニック

ナカジマ矯正歯科クリニック

029-823-8818

3000034 茨城県土浦市港町2-1-13

○

0830331898

野木 隆久

のぎ歯科

029-843-8846

3000843 茨城県土浦市中村南1-1-16

○

0830331922

医療法人社団 康寧会

医療法人社団康寧会 すこやか歯科

029-835-6110

3000815 茨城県土浦市中高津1-10-34

○

0830430708

寬友会歯科クリニック

寬友会歯科クリニック

0280-31-3177

3060023 茨城県古河市本町1-2-1

○

0830430716

医療法人 茨城愛心会

古河病院

0280-47-1010

3060041 茨城県古河市鴻巣1555

○

0830431029

盧 東錫

あいび歯科医院

0280-75-2188

3060126 茨城県古河市諸川855-3

○

0830431037

医療法人 学真会

鈴木歯科医院

0280-76-2331

3060126 茨城県古河市諸川2522-31

○

0830431078

岩田 一成

ネーブル歯科クリニック

0280-93-0298

3060226 茨城県古河市女沼714-5

○

0830431086

八木原 敦史

ファミリー歯科医院

0280-76-1446

3060101 茨城県古河市尾崎5372番地

○

0830431102

医療法人 亮美会 理事長 緒方 順治

医療法人亮美会緒方歯科医院

0280-32-8550

3060021 茨城県古河市松並1-22-10

○

0830431110

池田 大造

アップル歯科クリニック

0280-31-6480

3060021 茨城県古河市松並2-18-10 ﾏｰｹｯﾄｼﾃｨ古河

○

0830530606

掛札 寿一

掛札歯科医院

0299-28-0270

3150035 茨城県石岡市南台３－３４－２０

○

0830530689

医療法人 元気会

滝田内科歯科クリニック

0299-43-0019

3150116 茨城県石岡市柿岡１９７４

○

0830530697

足立 宗行

あだち歯科医院

0299-36-4182

3150164 茨城県石岡市小屋６６－１

○

0830530713

医療法人心和会 長谷川歯科医院

医療法人心和会長谷川歯科医院

0299-59-6161

3150048 茨城県石岡市三村2604-5

○

0830530721

平井 豊

平井歯科医院

0299-22-2473

3150014 茨城県石岡市国府3-2-19

○

0830530739

福田 真之

福田歯科医院

0299-26-3257

3150045 茨城県石岡市高浜825-15

○

0830530747

小松崎 豊

小松崎歯科医院

0299-22-3282

3150013 茨城県石岡市府中1-10-21

○

0830630687

-

永盛歯科医院

0296-24-5581

3080005 茨城県筑西市中舘16

○

0830630778

医療法人社団 康新会

医療法人社団康新会 武内歯科

0296-25-2032

3080826 茨城県筑西市下岡崎１６２番地

○

0830630786

鈴木 英男

下館歯科医院

0296-25-0181

3080841 茨城県筑西市二木成１３５８ みずじビル１Ｆ

○

0830630794

鈴木 清史

きらら歯科医院

0296-26-8811

3080847 茨城県筑西市玉戸１０６５－１

○

0830631057

医療法人 安真会

いいだ歯科医院

0296-37-8222

3080112 茨城県筑西市藤ケ谷1658-23

○

0830631065

医療法人 山口歯科クリニック

医療法人山口歯科クリニック

0296-23-3663

3080837 茨城県筑西市嘉家佐和1924-1

○

0830631099

-

医療法人恵潤会つるみ歯科医院

0296-52-6482

3004517 茨城県筑西市海老ケ島７２６番地３

○

0830631107

医療法人 梨栄会

医療法人梨栄会 梨の木デンタルクリニック

0296-20-3651

3080127 茨城県筑西市関本下１９４３番地１

○

0830631115

池内 誠

いけうちデンタルクリニック

0296-20-1551

3080803 茨城県筑西市直井1039-1

○

0830631123

今井 厚子

いまい歯科

0296-25-7566

3080031 茨城県筑西市丙205-2 レジデンスミマス2B

○

0830730446

大木博之

結城デンタルクリニック

0296-20-8249

3070001 茨城県結城市結城健田１２７３４－１

○

0830730453

渡邊 伸哉

わたなべ歯科医院

0296-34-8811

3070006 茨城県結城市五助２４２７

○

0830730461

奥澤 拓也

おくざわ歯科

0296-32-2656

3070001 茨城県結城市結城9858-19

○

0830830683

塩谷 公貴

ノエル歯科医院

0297-64-9353

3010837 茨城県龍ケ崎市根町３６３５ 小形ビル２Ｆ

○

0830830709

檜垣 壮一郎

中根台歯科クリニック

0297-60-8333

3010002 茨城県龍ケ崎市中根台２－１３－３０

○

0830830717

牧 浩寿

牧歯科医院

0297-63-0118

3010853 茨城県龍ケ崎市松ケ丘4-2-14

○

0830830725

櫻井 英人

ふたば歯科クリニック

0297-60-8218

3010043 茨城県龍ケ崎市松葉１－２－１

○

0830830733

中込 竜生

りゅうがおか歯科医院

0297-63-0500

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘４－５－１２

○

0830830741

河合 竜志

けやき歯科クリニック

0297-60-8228

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町沖餅１７４１－６

○

0830830758

医療法人社団 弘快会

小野瀬歯科医院

0297-62-0130

3010012 茨城県龍ケ崎市上町４２４８－１

○

0830830766

飯田 真由美

飯田矯正歯科クリニック

0297-66-7301

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町２５５８

○

0830830790

片岡 愛

片岡歯科医院

0297-66-1144

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町1001-7

○

0830830808

-

大澤歯科医院

0297-65-1313

3010002 茨城県龍ケ崎市中根台４－１－２４

○

0830830816

-

さとる歯科

0297-65-8214

3010003 茨城県龍ケ崎市平台４－４－１３

○

0830830824

金川 良隆

緑のまち歯科クリニック

0297-64-0018

3010832 茨城県龍ケ崎市緑町１７－１

○

0830830832

根本 啓行

根本歯科室

0297-61-5518

3010032 茨城県龍ケ崎市佐貫１－９－８

○

0830830840

山崎 孝明

松ヶ丘歯科医院

0297-64-6131

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘5-1-11

○

0831030366

医療法人社団 芳樹会

医療法人社団芳樹会え歯科医院

0296-45-0826

3040002 茨城県下妻市江１５７２－４

○

0831030374

水上 正人

第一歯科

0296-43-1190

3040033 茨城県下妻市堀篭1489-6

○

0831030424

-

中川歯科医院

0296-52-6482

3040067 茨城県下妻市下妻乙３２３－５

○

0831130513

所 之雄

やまと歯科クリニック

0297-42-0881

3002706 茨城県常総市新石下３９６３－２

○

0831130539

-

医療法人社団桜風会桜井歯科医院

0297-23-4182

3030022 茨城県常総市水海道淵頭町２９０５番地の９

○

0831130547

鈴木 寛治

石下セントラル歯科クリニック

0297-42-0418

3002706 茨城県常総市新石下926

○

0831173088

池田 佳光

わかば歯科医院

029-772-2027

3020013

0831230412

常陸太田市 常陸太田市長 渡辺 龍一

常陸太田市里美歯科診療所

0294-82-2719

3110505 茨城県常陸太田市大中町1926-5

○

0831230420

黒田 周一

コスモ歯科医院

0294-72-7141

3130062 茨城県常陸太田市塙町3601

○

0831430293

茂又 宏徳

茂又歯科医院

0293-22-3322

3180033 茨城県高萩市本町4-250

○

0831430301

医療法人 宗作会

滝川歯科医院

0293-20-5777

3180031 茨城県高萩市春日町2-64

○

0831530332

宇佐美 泰男

宇佐美歯科

0293-42-5388

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原２－５

○

0831530340

野口 量平

のぐち歯科

0293-42-8550

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原72-3

○

0831630256

沼崎 一郎

稲田歯科診療所

0296-74-2570

3091635 茨城県笠間市稲田８４２－２

○

0831630264

松井 慎太郎

松井歯科医院

0296-71-0840

3091611 茨城県笠間市笠間１４５８－２

○

0831630470

-

あべ歯科クリニック

2

3190209 茨城県笠間市泉2100-3

○

0831630496

-

かわぐち歯科医院

029-670-5567

3091716 茨城県笠間市住吉堀ノ内1484-3

○

0831711112

医療法人社団 恵桜会

医療法人社団 恵桜会 ひまわり歯科クリニッ
ク

0297-70-5061

3020000 茨城県取手市寺田6357

○

0831730791

根本有一

根本歯科医院

0297-72-0135

3020004 茨城県取手市取手２－８－９

○

0831730809

医療法人 健歯会

アイ歯科医院

0297-74-1861

3020024

0831730817

医療法人社団 昭洋会

萩原デンタルクリニック

0297-78-7671

3020034 茨城県取手市戸頭3-2-9

○

0831730841

勝田 洋正

井野歯科クリニック

0297-72-7172

3020005 茨城県取手市東６－３７－３

○

0831730858

池田 佳光

わかば歯科医院

0297-72-2027

3020013 茨城県取手市台宿2-15-25 マクタハイム102

○

0831730866

押田医院歯科

押田医院歯科

029-821-0321

3020004

茨城県取手市取手３丁目４－１５取手クリニッ
クビル２Ｆ－２

○

0831730965

医療法人社団 徳秀会

飯塚歯科医院

0297-83-6366

3001506 茨城県取手市上萱場２１５５

○

0831730973

鴨志田哲也

かもした歯科クリニック

0297-82-6874

3001512 茨城県取手市藤代７７７－２

○

0831730981

医療法人社団 佳修会 小川歯科医院

医療法人社団 佳修会 小川歯科医院

0297-83-6588

3001514 茨城県取手市宮和田９９８－５

○

0831730999

外苑歯科藤代デンタルクリニック

外苑歯科藤代デンタルクリニック

0297-83-8849

3001514 茨城県取手市宮和田1268

○

0831731005

医療法人 博心会

ペガサスデンタルクリニック

0297-82-5552

3001525 茨城県取手市桜が丘1-17-5

○

0831731013

医療法人 清美会

医療法人清美会戸頭歯科クリニック

0297-79-0648

3020034 茨城県取手市戸頭6-30-4-102

○

茨城県取手市台宿２－１５－２５ マクタハイ
ム１０２

茨城県取手市新町2-2-8取手パークハイツ
102

○

○

0831731021

木村 愼一

ホワイト歯科

0297-83-8160

3001516 茨城県取手市藤代南3-11-13

○

0831731070

松崎 聡司

しんとりで歯科

0297-70-0118

3020031 茨城県取手市新取手1-3-14

○

0831731104

医療法人社団 和晃会

医療法人社団 和晃会 ボックスヒル歯科

0297-70-5066

3020014 茨城県取手市中央町2-5取手ﾎﾞｯｸｽﾋﾙ5階

○

0831731120

小出 主税

スマイルCK歯科クリニック

0297-72-7191

3020005 茨城県取手市東3-1-27

○

0831731138

坂寄 恵

坂寄歯科医院

0297-82-4160

3001512 茨城県取手市藤代503

○

0831830344

倉持 一成

おおくら歯科医院

0297-36-1755

3060632 茨城県坂東市辺田１４０２－８３

○

0831830419

加藤 昌裕

加藤歯科医院

0297-35-2846

3060631 茨城県坂東市岩井4678-1

○

0831830435

真中 美恵子

真中歯科医院

0297-35-1168

3060631 茨城県坂東市岩井4657-1

○

0831830450

医療法人社団 健美会

医療法人社団 健美会 いわいグリーン歯科

0297-47-5151

3060632

0831830468

医療法人社団 梨生会

医療法人社団 梨生会 ヨークファミリー歯科

0297-35-8118

3060632 茨城県坂東市辺田1104-1 ﾖｰｸﾀｳﾝ坂東M棟

○

0831930649

医療法人社団泰晧会

あすなろ歯科医院

0298-73-7133

3001292 茨城県牛久市中央５－１５－２

○

0831930656

-

牛久歯科医院

0298-74-1748

3001211 茨城県牛久市柏田町1047-1

○

0831930698

飯泉 浄

イイズミ歯科医院

0298-70-5115

3001236 茨城県牛久市田宮町3-3-21

○

0831930706

医療法人 央翔会

中澤歯科医院

0298-72-0100

3001221

0831930722

古谷 泰延

古谷歯科クリニック

0298-71-0034

3001202 茨城県牛久市中根町４２８

○

0831930771

長岡 未佐子

ながおか歯科医院

029-874-1102

3001234 茨城県牛久市中央5-7-10

○

0831930789

加藤 義久

かとう歯科クリニック

029-872-8823

3001222 茨城県牛久市南2-3-43

○

0831930813

医療法人社団 健爾会

やました歯科・矯正歯科クリニック

029-874-8219

3001216 茨城県牛久市神谷1-52-13

○

0832030357

医療法人恵歯会

医療法人恵歯会 桜ケ丘歯科センター歯科医
院

0298-52-1518

3050031 茨城県つくば市吾妻3-17-6

○

0832031280

長池 澄男

茎崎歯科医院

0298-76-1881

3001255 茨城県つくば市小茎３９２

○

0832031298

久松 雅彦

久松歯科医院

0298-76-0655

3001258 茨城県つくば市六斗１０６２－３

○

0832031306

医療法人 誠善会

岡田歯科医院

0298-42-5948

3001245 茨城県つくば市高崎蒲綱２２７７－６１

○

0832031314

片岡 正興

宝陽台歯科クリニック

0298-74-9248

3001254 茨城県つくば市宝陽台３３－８

○

0832031322

堀江 圭一

堀江歯科クリニック

0298-74-5068

3001252 茨城県つくば市高見原１－１－２０７

○

0832031330

李 孟軒

雙安歯科

0298-76-5478

3001266 茨城県つくば市自由ケ丘１６５－２８

○

0832031355

草間 朋子

草間歯科医院

0298-76-6480

3001248 茨城県つくば市若栗４１２－１

○

0832031397

正岡 朋章

正岡デンタルクリニック

0298-72-8822

3001257 茨城県つくば市明神378-25

○

0832031405

医療法人社団 佑文会

医療法人社団佑文会 つくばヘルスケア歯科
クリニック

029-860-8100

3050834 茨城県つくば市手代木１９２５－４

○

0832031421

大越 勝

大越歯科医院

029-866-0118

3004353 茨城県つくば市沼田２３３－８

○

0832031447

永田 修

永田歯科医院

029-857-4139

3050018 茨城県つくば市金田２０１８

○

0832031454

上野 美奈子

飯村医院歯科

029-867-0068

3004231 茨城県つくば市北条４３２６－２

○

0832031462

高瀬 順年

高瀬歯科医院

029-89-0082

3003257 茨城県つくば市筑穂1-12-7

○

0832031470

磯山 真也

いそやま歯科

029-872-9900

3001245 茨城県つくば市高崎1637-3

○

0832031496

なかはら歯科クリニック

なかはら歯科クリニック

029-858-5757

3050032 茨城県つくば市竹園2-16-36

○

0832031512

医療法人社団栄恵会

医療法人社団栄恵会 かつらぎ歯科クリニック

029-861-8811

3050822 茨城県つくば市苅間1712

○

0832031520

古宇田 道生

こうた歯科クリニック

029-856-4182

3050031 茨城県つくば市吾妻4-5-9

○

0832031546

御任 泰弘

竹園セントラル歯科医院

029-861-1100

3050032 茨城県つくば市竹園1-12-6

○

0832031561

大塚 奈緒美

おおつか歯科クリニック

029-864-4450

3003257 茨城県つくば市筑穂2-7-6

○

0832031587

小林 之直

こばやし歯科医院

029-850-7550

3004223 茨城県つくば市小田樋ノ口2109-3

○

0832031595

酒寄 江章

いしうち歯科医院

029-848-1888

3002645 茨城県つくば市上郷1421-4

○

0832031652

医療法人社団 和晃会

医療法人社団 和晃会 キュート歯科クリニッ
ク

029-850-4618

3050031 茨城県つくば市吾妻1-5-3 MOG1階

○

茨城県坂東市辺田1517ｸﾞﾘｰﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
岩井店2階

茨城県牛久市牛久町２８０ エスカード牛久４
階

○

○

0832031660

長谷川 洋人

長谷川歯科医院

029-857-1857

3050023 茨城県つくば市上ノ室2088-3

○

0832031678

西 邦彦

西歯科医院

029-851-3110

3050044 茨城県つくば市並木4-4--2

○

0832031686

医療法人社団 遊佐歯科口腔外科クリニック

医療法人社団 遊佐歯科口腔外科クリニック

029-849-5151

3050814

0832031694

医療法人 公友会

医療法人 公友会 いんなみ歯科医院

029-871-3100

3001252 茨城県つくば市高見原1-6-126

○

0832031702

医療法人 公友会

医療法人 公友会 つくばシティアビル歯科医
院

029-852-7733

3050031 茨城県つくば市吾妻2-8-8つくばｼﾃｨｱﾋﾞﾙ301

○

0832031710

飯島 勝勲

がくえん歯科

029-863-1818

3050032 茨城県つくば市竹園2-7-11

○

0832031728

医療法人社団 洸友会

つるみ歯科医院

029-847-5505

3002662 茨城県つくば市下河原崎194-1

○

0832031736

医療法人社団 洸友会

つるみ矯正歯科

029-858-5505

3050051 茨城県つくば市二の宮1-14-41

○

0832130744

-

勝田本町歯科

029-275-5077

3120026 茨城県ひたちなか市勝田本町３１－４

○

0832130751

-

湊歯科医院

029-263-1222

3111214 茨城県ひたちなか市和田町１－１０－４

○

0832130785

木原 政彦

キハラ歯科医院

029-275-5077

3120026 茨城県ひたちなか市勝田本町３１－４

○

0832130819

医療法人 中川歯科医院

中川歯科医院

029-285-7237

3120002 茨城県ひたちなか市高野７４４－１

○

0832130827

内藤 和之

たびこ歯科クリニック

029-202-6480

3120062 茨城県ひたちなか市高場５４３－１

○

0832130835

堀江 正徳

マリスデンタルクリニック

029-354-0648

3120016 茨城県ひたちなか市松戸町１－５－１５

○

0832130843

木下 卓

きのした歯科

029-273-4618

3120017 茨城県ひたちなか市長堀町２－１２－１０

○

0832130850

高場たくま歯科医院

高場たくま歯科医院

3120062 茨城県ひたちなか市高場225

○

0832130876

山﨑 茂仁

山﨑歯科医院

029-271-0741

3120027 茨城県ひたちなか市勝田中原町3-7

○

0832130884

山本 健

山本歯科医院

029-272-2924

3120046 茨城県ひたちなか市勝田泉町15-11

○

0832130892

林 信明

林歯科医院

029-274-1781

3120046 茨城県ひたちなか市勝田泉町9-18

○

0832130918

平田 輝行

ひらたデンタルクリニック

029-202-0050

3120062 茨城県ひたちなか市高場1673-25

○

0832130934

-

おやま歯科医院

029-272-6899

3120063 茨城県ひたちなか市田彦999-38

○

0832130942

-

あおば歯科クリニック

029-273-4182

3120052

0832130959

-

ツキムラ歯科医院

029-270-1418

3120021 茨城県ひたちなか市三反田５０８２－６

○

0832130967

青砥 聖二

あおと歯科矯正

029-215-9401

3120045 茨城県ひたちなか市勝田中央10-13

○

0832130975

柴岡 永子

柴岡デンタルクリニック

029-354-3038

3120062 茨城県ひたちなか市高場東向541-1

○

0832130983

医療法人 愛聖会 理事長 横須賀 良次

横須賀歯科医院

029-272-8211

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3242-2

○

0832130991

-

中山歯科医院

029-353-2320

3120031 茨城県ひたちなか市後台400-8

○

0832131007

金澤 大介

かなざわ歯科クリニック

029-297-6480

3111235 茨城県ひたちなか市田中後7512

○

0832131015

医療法人 香仁会

浅香歯科

029-272-1182

3120047 茨城県ひたちなか市表町8-7

○

0832131023

長尾 大輔

長尾歯科

029-274-2321

3120032 茨城県ひたちなか市津田砂沢2598-1

○

0832230312

医療法人社団 善仁会

医療法人社団 善仁会 小山記念病院

0299-85-1111

3140000 茨城県鹿嶋市厨5－1－2

○

0832230320

医療法人 藤仁会

医療法人 藤仁会 歯科重藤

0299-82-9111

3140031 茨城県鹿嶋市宮中５２７８－２

○

0832230346

人見 秀樹

こうやだい歯科医院

0299-69-8770

3112221 茨城県鹿嶋市荒野１５３４－３７

○

0832230353

加藤 俊裕

町の歯医者さん

0299-85-0648

3140033 茨城県鹿嶋市鉢形台２－１８－１

○

0832230361

長谷川 公一

ホワイト歯科

0299-83-0404

3140031 茨城県鹿嶋市宮中４－５－２３

○

0832230379

宮作 泰弘

ひろ歯科クリニック

0299-84-1688

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台150-1

○

0832230387

本間 雅彦

本間歯科医院

0299-82-0921

3140023 茨城県鹿嶋市谷原1372

○

0832230395

諸星 武治

もろほし歯科

0299-83-8148

3140031 茨城県鹿嶋市宮中東山327-1

○

0832230403

医療法人社団ミツギ歯科医院

医療法人社団ミツギ歯科医院

0299-84-1500

3140026 茨城県鹿嶋市木滝佐田谷原入会2-6

○

0832330203

医療法人社団 健友会

鈴木歯科医院

0299-64-5909

3112436 茨城県潮来市牛堀１３３－４

○

0832330211

飯田 雅美

飯田歯科医院

0299-62-2468

3112421 茨城県潮来市辻323-2

○

029-285

茨城県つくば市西平塚318-1 つくば医療ﾋﾞ
ﾚｯｼﾞ内

茨城県ひたちなか市東石川3614-1ヨークタウ
ンひたちなか店 サービス棟

○

○

0832330229

小貫 明秀

ひので歯科クリニック

0299-67-2677

3112423 茨城県潮来市日の出2-11-14

0832330237

松﨑 泰世

松﨑歯科医院

0299-64-5021

3112437

0832430136

医療法人社団 歯英会

ひがし歯科医院

0297-45-0808

3020119 茨城県守谷市御所ケ丘４－１１－１２

○

0832430292

鈴木 剛

楽市守谷歯科医院

0297-45-0812

3020128 茨城県守谷市けやき台４－１－６

○

0832430326

市川歯科クリニック

市川歯科クリニック

0297-45-8241

3020118 茨城県守谷市立沢246-1

○

0832430367

医療法人社団裕進会 飯沼医院歯科

医療法人社団裕進会 飯沼医院歯科

0297-48-9141

3020105 茨城県守谷市薬師台１丁目１５番地５

○

0832430375

河合 弘行

河合歯科

0297-46-2200

3020108 茨城県守谷市松並1866-3

○

0832430383

橋本 秀明

橋本歯科医院

0297-46-0118

3020131 茨城県守谷市ひがし野1-29-3

○

0832430409

医療法人社団 誠友会

松ヶ丘歯科口腔外科医院

0297-48-0648

3020127 茨城県守谷市松ケ丘1-5-10

○

0832430417

笠井 大悟

たつざわ歯科クリニック

0297-46-4182

3020116 茨城県守谷市大柏875-1

○

0832430425

鈴木 智

鈴木歯科医院

0297-45-2700

3020110

0832530117

對馬 輝彦

エンゼル歯科医院

0295-52-5550

3192135 茨城県常陸大宮市石沢１８３０－４

○

0832530125

阿部 英一

阿部歯科クリニック

0295-52-6480

3192144 茨城県常陸大宮市泉４４５－３

○

0832530166

常陸大宮市

常陸大宮市国民健康保健緒川歯科診療所

0295-56-5118

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬1259

○

0832530182

西垣 光樹

西垣歯科光樹クリニック

0295-52-6100

3192144 茨城県常陸大宮市泉541-1

○

0832530208

石田 稜威夫

あんず歯科

0295-55-4181

3114503 茨城県常陸大宮市野口2840

○

0832630123

-

中川デンタルクリニック

0

3110112 茨城県那珂市津田2497-1

○

0832630206

冨永 一郎

ペパーミント歯科医院

029-270-8711

3110105 茨城県那珂市菅谷１８２１－１

○

0832630271

岩田 英樹

芳州園歯科医院

029-215-9236

3110105 茨城県那珂市菅谷4575-8

○

0832730097

宮本 頼明

宮本歯科医院

0298-92-2303

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲２７１６－２

○

0832730105

植田 崇資

うえだ歯科

029-892-7355

3000508 茨城県稲敷市佐倉3083

○

0832730154

山田雄

山田歯科医院

0298-94-2639

3000638 茨城県稲敷市古渡１９５

○

0832830152

江上 勝朗

稲吉歯科

0299-59-5151

3150052

0832830178

大塚 善行

あしか歯科クリニック

029-830-1515

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉4-2-2

○

0832830186

医療法人 はなわ会

医療法人はなわ会荒川歯科医院

029-833-2222

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉2633-88

○

0832930176

人見 智行

ひとみ歯科医院

0299-93-0333

3140135 茨城県神栖市堀割1-5-6

○

0832930184

医療法人 藤仁会

医療法人 藤仁会 第二歯科医院

0299-91-0648

3140146 茨城県神栖市平泉２－１７

○

0832930192

鈴木 謙介

スズキ歯科医院

0299-97-2828

3140115 茨城県神栖市知手３６１２－２

○

0832930333

小林 俊介

小林歯科クリニック

0479-46-0333

3140254 茨城県神栖市太田３９６－１３

○

0832930341

医療法人 真英会

山本歯科クリニック

0479-48-6711

3140341 茨城県神栖市矢田部5547-1

○

0832930408

鈴木 肇

こうなん歯科

0299-97-2848

3140112 茨城県神栖市知手中央3-8-2

○

0832930416

医療法人社団公慈会 理事長 山本正和

医療法人社団公慈会 ＰＣデンタルクリニック

0479-48-1151

3140347 茨城県神栖市土合中央３丁目１番２０号

○

0832930432

金丸 由幸

金丸歯科医院

0479-44-0262

3140408 茨城県神栖市波崎8581-5

○

0833131162

城里町

城里町国民健康保険七会診療所歯科診療室

0296-88-2040

3114402 茨城県東茨城郡城里町小勝519-1

○

0833131170

城里町

城里町国民健康保険沢山診療所歯科診療室

029-289-4097

3114514 茨城県東茨城郡城里町阿波山165

○

0833131188

-

医療法人社団桜実会おおど歯科クリニック

029-291-0555

3113114 茨城県東茨城郡茨城町大戸１９９６番地１

○

0833131196

医療法人社団 楽生会

水戸南歯科診療所

029-293-7001

3113122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎493-10

○

0833131204

岸田 真太郎

歯医者しんたろう岸田歯科医院

029-288-4180

3114302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1406-2

○

0833330129

-

石川歯科医院

029-282-3168

3191100 茨城県那珂郡東海村東海3-1-30

○

0833331044

医療法人社団 青峰会

医療法人社団 青峰会 ファミリー歯科

029-287-2824

3191111

0833331093

小泉 雄二郎

こいずみ歯科医院

029-283-4182

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川830-1

茨城県潮来市永山777ショッピングセンターラ
ラルー

茨城県守谷市百合ケ丘3-249-1 ﾛｯｸｼﾃｨ守
谷ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F

茨城県かすみがうら市下稲吉２６３２－３ 藤
川テナントＣ号

茨城県那珂郡東海村舟石川駅東4-1-1ジャ
スコ東海店１階

○
○

○

○

○
○

0833430309

若松 義洋

わかまつ歯科医院

02957-9-0061

3193526 茨城県久慈郡大子町大子６１９

○

0833830722

-

斯波歯科医院

0298-87-3221

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央1-6-19

○

0833831209

秋吉 大

秋吉歯科医院

0298-43-0666

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷２３９５－１

○

0833831241

河原 重信

かわはら歯科医院

029-891-3383

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎1-29-20

○

0833831266

佐藤 由紀江

ひたち野うしく歯科医院

029-841-7200

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷179-11

○

0833831282

医療法人社団 良歯会

永林堂歯科医院

029-887-7781

3000334 茨城県稲敷郡阿見町鈴木2-89

○

0833831316

鶴屋 誠人

つるや歯科

029-867-6460

3000337 茨城県稲敷郡阿見町中郷2-16-3

○

0833831324

医療法人社団 飛翔会 理事長 李 徳操

ファミリー歯科診療所つくば予防インプラントセ
ンター

029-843-6480

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野1-22-7

○

0834230427

医療法人社団 芳樹会

医療法人社団芳樹会緑が丘歯科医院

0296-48-4618

3003506 茨城県結城郡八千代町成田250-1

○

0834331019

-

たくみ歯科医院

0280-86-7433

3060400 茨城県猿島郡境町２１０－９

○

0834331068

笠水上 佐由美

境デンタルクリニック

0280-86-5178

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸２８７－１

○

0834331084

-

ながのデンタルオフィス

0280-87-8321

3060416 茨城県猿島郡境町伏木1321-3

○

0834331092

三浦 雅美

杉田歯科医院

0280-87-4518

3060433 茨城県猿島郡境町旭町181-5

○

0834430852

三森 信宏

尾上歯科医院

0297-68-9292

3001632 茨城県北相馬郡利根町下曽根289

○

0837130087

太田 ゆかり

太田歯科医院

0296-75-6480

3091211 茨城県桜川市岩瀬２１－２

○

0837130103

日比野 昭子

ひびの歯科

0296-70-8218

3091344 茨城県桜川市南飯田９２９－３

○

0837130228

渡邊 元

わたなべ歯科医院

0296-58-6474

3091244 茨城県桜川市大国玉５２１－１

○

0837130244

-

堀歯科クリニック

0296-70-8088

3091216 茨城県桜川市明日香１－５０ タカダコーポ

○

0837130269

白土 貴之

白土歯科

0296-20-6480

3091241 茨城県桜川市青木1433-1

○

0837330067

-

はしもと歯科クリニック

0297-58-5599

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2501-4

○

0837330075

-

伊奈歯科医院

0297-58-1830

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2844-6

○

0837330083

-

横張歯科医院

2

0837330091

松村 鮎

谷井田歯科医院

0297-58-5529

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田1695-3

○

0837430016

-

医療法人 恵歯会 なかのべ歯科医院

0299-58-2266

3113422 茨城県小美玉市中延632-1

○

0837430024

-

丘の上歯科医院

0299-58-1947

3113423 茨城県小美玉市小川35-2

○

0837430065

-

みのりデンタルクリニック

0299-48-0888

3190102 茨城県小美玉市西郷地1343-1

○

0837430073

-

羽鳥デンタルクリニック

0299-46-1715

3190123 茨城県小美玉市羽鳥261-6

○

0837430081

-

木村歯科医院

0299-46-2220

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2352-191

○

0837430099

-

野沢歯科医院

0299-46-7001

3190122 茨城県小美玉市江戸1-101

○

0837430107

-

石崎歯科医院

0299-36-7570

3190107 茨城県小美玉市小岩戸1259-1

○

0837430115

-

かいとう歯科医院

0299-46-6480

3190121 茨城県小美玉市羽刈289-74

○

0837430123

-

医療法人社団 幸寿会 グリーン歯科医院

029-946-1818

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2850-38

○

0837430131

-

玉里歯科医院

0299-58-6666

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1768-27

○

0837430164

医療法人社団 奎林会 光林堂歯科医院

医療法人社団 奎林会 光林堂歯科医院

0299-58-6039

3113424 茨城県小美玉市幡谷406-3

○

0850180019

社会福祉法人 北養会

介護老人保健施設くるみ館

029-255-4774

3114153 茨城県水戸市河和田町3335-1

○

0851680025

医療法人社団 誠芳会

介護老人保健施設 すみれ

0296-70-0035

3091613 茨城県笠間市石井2045

○

0852180058

医療法人森田記念会

介護老人保健施設プロスペクトガーデンひたち
なか

029-354-3210

3120002 茨城県ひたちなか市高野2455-1

○

0853380053

医療法人社団 村松会

老人保健施設 サンフラワー東海

029-283-3771

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川689-4

○

0853680031

医療法人 東湖会

介護老人保健施設 フロンティア鉾田春の場所 0291-32-5408

3111511 茨城県鉾田市柏熊985-1

○

0854180015

医療法人 恒貴会

医療法人 恒貴会 協和ヘルシーセンター

0296-57-6030

3091107 茨城県筑西市門井1669-2

-

0870102225

医療法人 大橋会

訪問リハビリテーション みがわ

029-305-6868

3100913 茨城県水戸市見川町2131-105

○

3002353

茨城県つくばみらい市小張4100-6（丘陵部
220-2）

○

0871500195

医療法人 秀仁会

訪問リハビリテーション おはよう館

0293-44-0088

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1919-4

○

0871700498

社会福祉法人 輝寿会

訪問リハビリテーション はあとぴあ

0297-74-3335

3020011 茨城県取手市井野253

○

0872001268

医療法人社団 筑波記念会

つくばケアセンター 訪問リハビリテーション

029-877-1313

3002622 茨城県つくば市要76

○

0810114496

椋棒 巖

水戸笠原眼科クリニック

029-243-8375

3100852 茨城県水戸市笠原町563-1

○

0810114504

中村 尚

中村整形外科医院

029-255-2225

3100903 茨城県水戸市堀町1153-3

○

0811910710

医療法人社団 緑真会

天満胃腸科クリニック

029-830-7770

3001222 茨城県牛久市南5-44-8

○

0812012433

寺崎 太郎

寺崎クリニック

029-865-0034

3002617 茨城県つくば市吉沼1437-1

○

0813811064

医療法人社団 ユリシス

まつばらウィメンズクリニック

029-830-5151

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-16-2

○

0873600530

社会福祉法人 樅山会

介護老人保健施設 コミュニティケアセンター
樅山 訪問リハビリテーション事業所

0291-37-3850

3111426 茨城県鉾田市樅山497

○

0811410349

医療法人 愛正会

医療法人愛正会やすらぎの丘温泉病院付属安
0293-22-0123
良川クリニック

3180021 茨城県高萩市安良川963-8

○

0811711225

秋田 敏行

秋田 医院

0297-23-0341

3001511 茨城県取手市椚木890

○

0812012458

山口 直美

つくば木の花クリニック

029-839-4458

3050056 茨城県つくば市松野木109-1

○

0812012466

大野 博之

大野医院

029-848-0888

3002655 茨城県つくば市島名634

○

0812111391

医療法人社団 尚仁会

尚仁会クリニック

029-271-3409

3120034 茨城県ひたちなか市堀口616-1

○

0830331930

中村 史嗣

なかむらデンタルケアクリニック

029-841-9877

3000873 茨城県土浦市荒川沖423-1

○

0830431136

医療法人 針谷歯科医院

針谷歯科医院

0280-32-6651

3060011 茨城県古河市東3-5-5

○

0831630512

桐竹 晶子

田崎歯科医院

0296-72-0123

3091611 茨城県笠間市笠間34

○

0831630520

医療法人社団 誠芳会

医療法人社団誠芳会 石本病院

0296-72-4051

3091613 茨城県笠間市石井2047

○

0831630538

安藤 仁

安藤歯科医院

0296-72-0347

3091611 茨城県笠間市笠間1398

○

0831830476

小林 修

小林歯科医院

0297-35-0016

3060631 茨城県坂東市岩井2828-1

○

0831930821

窪田 聡

くぼた歯科医院

029-871-6474

3001206 茨城県牛久市ひたち野西3-38-4

○

0831930839

川本 幸司

川本歯科医院

029-871-8005

3001234 茨城県牛久市中央2-4-15

○

0832031744

坂入 正和

坂入歯科医院

029-847-8371

3002648 茨城県つくば市豊里の杜1-18-11

○

0832131031

鈴木 宏信

ヒロ歯科クリニック

029-212-4182

3120054 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-8

○

0832230411

本間 留美果

本間歯科医院デンタルヘルススタジオ

0299-84-5909

3140031 茨城県鹿嶋市宮中2324-19

○

0872001706

一般財団法人 筑波麓仁会

一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院訪問
029-836-7990
リハビリテーション

3050854 茨城県つくば市上横場2573-1

○

0810114512

岡野 正

岡野眼科医院

029-248-0768

3100845 茨城県水戸市吉沢町1078-2

○

0810510867

医療法人社団 金山会

桜井病院

0299-42-3922

3150133 茨城県石岡市半田1886

○

0810710632

医療法人 アスムス

生きいき診療所・ゆうき

0296-45-6500

3070001 茨城県結城市結城9144-1

○

0812012474

佐久間 満里子

さくま皮フ科クリニック

029-863-2033

3050817 茨城県つくば市研究学園5-5-16

○

0812012490

医療法人社団 山粋会

みどりのクリニック

029-839-5523

3050000 茨城県つくば市台町22街区-1

○

0812111409

田澤 真理

河村クリニック

029-272-2068

3120034 茨城県ひたちなか市堀口611-1

○

0812310217

医療法人社団 同仁会

医療法人社団 同仁会 常南医院

0299-63-1101

3112421 茨城県潮来市辻386

○

0831930847

医療法人社団 梨生会

医療法人社団 梨生会 牛久駅西口歯科

029-830-8883

3001221 茨城県牛久市牛久町282 JR牛久駅西口1階

○

0832031769

医療法人社団 朋友

西川歯科

029-863-4182

3050043 茨城県つくば市大角豆1698

○

0810211938

江尻 成昭

えじり内科クリニック

0294-54-2221

3191234 茨城県日立市大和田町1-1-28

○

0810510875

公益社団法人 地域医療振興協会

公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一
病院

0299-225151

3150023 茨城県石岡市東府中1-7

○

0811110550

みぞぐちクリニック

みぞぐちクリニック

0297-42-2757

3002707 茨城県常総市本石下118

○

0811110568

内藤 琇一

みつかいどうプラザクリニック

0297-22-0102

3030023 茨城県水海道市宝町2725-1

○

0813010162

医療法人 東湖会

医療法人東湖会 北浦診療所

0291-35-2500

3111704 茨城県行方市山田1146-7

○

0817310147

伊津野 明子

小張クリニック

0297-58-0354

3002353 茨城県つくばみらい市小張4706-1

○

0817410269

新澤 暁

新澤医院

0299-48-0034

3190106 茨城県小美玉市堅倉995

○

0830133401

封馬 利基

見和歯科クリニック

029-253-4782

3100911 茨城県水戸市見和2-246-1堤ビル3B

○

0830133419

大内 宏之

大内歯科医院

029-243-4118

3100851 茨城県水戸市千波町2475-11

○

0830231734

鈴木 一宏

高鈴歯科医院

0294-76-8214

3170066 茨城県日立市高鈴町2-3-31

○

0830331948

医療法人社団 広誠会

田口高広歯科

029-821-1112

3000036 茨城県土浦市大和町9-1ウララビル1F

○

0830530754

福田 輝幸

わかまつ歯科

0299-24-1184

3150018 茨城県石岡市若松2-1-53

○

0830530762

公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一病
院

公益社団法人 地域医療法人振興協会 石岡
第一病院

0299-225151

3150023 茨城県石岡市東府中1-7

○

0831930854

佐藤 沙織

さとう歯科医院

029-871-4618

3001207 茨城県牛久市ひたち野東3-33-6

○

0831930862

西崎 直和

西崎歯科医院

029-871-3363

3001221 茨城県牛久市牛久町3157-63

○

0832031785

山口 深恵

あわたに歯科医院

029-857-8418

3050001 茨城県つくば市栗原3705-2

○

0837130277

榎戸 繁

えのきど歯科

0296-55-5454

3004417 茨城県桜川市真壁町飯塚524-6

○

0837230267

保科 博邦

保科歯科医院

029-32-2627

3111521 茨城県鉾田市飯名484-60

○

0852780014

医療法人社団 広文会

介護老人保健施設 いなしきの郷

0299-79-3811

3000749 茨城県稲敷市佐原組新田1378-1

○

0810312132

浅野 徹

浅野眼科医院

029-821-0778

3000043 茨城県土浦市中央2-15-18

○

0810510883

医療法人 傳美会

杉並クリニック

0299-27-6700

3150027 茨城県石岡市杉並2-12929-11

○

0810611392

溝口 将之

みぞぐち皮膚科医院

0296-23-2033

3080021 茨城県筑西市甲95-1

○

0810611400

医療法人 桂仁会

宮山公園診療所

0296-52-8881

3004504 茨城県筑西市宮山381-1

○

0810611418

医療法人社団 幸清会

医療法人社団 幸清会 しもだて内科クリニッ
ク

0296-25-2212

3080031 茨城県筑西市丙205-2レジデンスミマス3-A

○

0810810770

医療法人社団 健成会

松本クリニック

0297-62-4747

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町字三区650-1

○

0811110576

医療法人社団 亮潤会

一色クリニック

0297-25-1451

3030005 茨城県水海道市森下町3885-1

○

0811910736

高山 典子

はなみずきクリニック

029-871-1711

3001234 茨城県牛久市中央1-6-22

○

0817310154

医療法人社団 優美会

医療法人社団 優美会 白石整形外科クリニッ
ク

0297-25-2087

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台3-22-7

○

0830133443

医療法人社団 崇尚介

水戸インプラント矯正歯科クリニック

029-297-6100

3100021 茨城県水戸市南町1-3-36志村ビル5階

○

0830133450

塙 政勝

塙 歯科

029-305-6550

3100914 茨城県水戸市小吹町2568-4

○

0830331955

福井 大輔

みらい歯科医院

029-828-7878

3000037

0830431144

吉田 隆一

スマイル歯科クリニック

0280-30-0128

3060236 茨城県古河市大堤81-1

○

0830631131

柴崎 崇

柴崎歯科医院

0296-57-2103

3091106 茨城県筑西市新治1996-2

○

0831230438

医療法人 在心会

やまぶき歯科

0294-80-2080

3130063 茨城県常陸太田市内堀町345-6

○

0832430466

盛 晋作

守谷駅前りんご歯科

0297-45-1182

3020115 茨城県守谷市守谷甲2544-3共立ビル1-C

○

0833131220

豊島 邦明

トヨシマデンタルクリニック

029-292-1882

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101

○

0810114520

医療法人 南山会

柵町診療所

029-233-1600

3100802 茨城県水戸市柵町1-5-20

○

0810312140

医療法人社団 朋友

医療法人社団 朋友 外科･内科 天の橋立

029-835-0333

3000818 茨城県土浦市天川2-1008-647

○

0810411363

医療法人 百一会

ファミリー診療所

0280-31-9316

3060001 茨城県古河市静町25-15

○

0810611426

塙 祐子

塙 医院

0296-57-3361

3091127 茨城県筑西市桑山2482

○

0811810381

曽原 義顕

天王前クリニック

0297-38-1711

3060624 茨城県坂東市矢作1680-1

○

0830631149

塙 祐子

塙 医院

0296-57-3361

3091127 茨城県筑西市桑山2482

○

0832430474

医療法人社団 誠智会

医療法人社団 誠智会 アクロスモール歯科ク
リニック

0297-20-0648

3020127 茨城県守谷市松ケ丘6-6-1

○

0810114553

青木 清一

青木クリニック

029-255-1971

3100905 茨城県水戸市石川3-4121-15

○

0810211946

医療法人聖麗会

医療法人聖麗会 聖麗メモリアル高鈴

0294-23-6060

3170066 茨城県日立市高鈴町1-18-1

○

0810211953

医療法人 聖麗会

医療法人 聖麗会 聖麗メモリアル病院

0294-52-8500

3191235 茨城県日立市茂宮町841

○

0810710640

水野 修

みずのクリニック

0296-34-7117

3070021 茨城県結城市上山川5049-14

○

茨城県土浦市桜町3-14-18さくらメディカルビ
ル302

○

0810810788

医療法人 つくばセントラル

セントラル腎クリニック龍ヶ崎

0297-62-1212

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町字山王台2668-1

○

0811910751

松波 克弘

まつなみクリニック

029-873-5111

3001207 茨城県牛久市ひたち野東4-7-1

○

0812410454

医療法人社団 源守会

会田記念リハビリテーション病院

0297-48-6111

3020112 茨城県守谷市同地字仲山360

○

0812510287

医療法人 博仁会

志村クリニックごぜんやま

0295-55-1055

3114503 茨城県常陸大宮市野口2138-3

○

0830133468

白川 敏明

立原歯科診療所

029-221-7933

3100026 茨城県水戸市泉町2-2-29石川ビル

○

0830133484

大久保 肇

中央通り歯科

029-212-8148

3100836 茨城県水戸市元吉田町1234-23

○

0830530788

青木 光春

青木歯科医院

0299-22-2777

3150014 茨城県石岡市国府

○

0811711233

寺田 明生

寺田医院

0297-82-2007

3001512 茨城県取手市藤代577

○

0812012540

辻 勝久

つくば辻クリニック

029-868-7170

3050817 茨城県つくば市研究学園5-19イーアスつくば

○

0812012557

新海 雅貴

新海眼科

029-896-5638

3050031

茨城県つくば市吾妻1-5-3つくばクレオスクエ
アMOG一階

○

0817410277

長島 純夫

長島内科

0299-58-4866

3113423 茨城県小美玉市小川823-3

○

0832031801

飯村 康夫

飯村医院

0298-67-0068

3004231 茨城県つくば市北条4326-2

○

0833831357

寺澤 秀朗

ピアシティ歯科クリニック

029-843-8282

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2016-1

○

0837330174

清水 一龍

みらい平歯科

0297-57-0410

3002358

0810114561

医療法人社団 啓和会

医療法人社団 啓和会 いばらき健康管理セ
ンター

029-243-6220

3100913 茨城県水戸市見川町2131-143

○

0810114587

医療法人社団 北水会

医療法人社団 北水会 北水会記念病院

029-303-3003

3100035 茨城県水戸市東原3-2-1

○

0810114595

医療法人社団 順篤会

医療法人社団 順篤会 水戸うちはら内科クリ
ニック

029-259-1710

3190394 茨城県水戸市中原町135

○

0810114603

医療法人社団 北水会

医療法人社団北水会 スイコウ南クリニック

029-303-3037

3100035 茨城県水戸市東原3-2-9

○

0810114611

医療法人社団 北水会

医療法人社団北水会 スイコウ北クリニック

029-303-3035

3100035 茨城県水戸市東原3-2-9

○

0810114629

江幡 敦子

内科 江幡医院

029-221-3392

3100041 茨城県水戸市上水戸3-5-22

○

0810114637

菊池 久恵

菊池整形外科医院

029-253-0050

3100912 茨城県水戸市見川5-138-10

○

0810114645

金山 亮治

かなやま耳鼻咽喉科クリニック

029-291-5000

3190315 茨城県水戸市内原町98-1

○

0810114652

本間 昭

お多福もの忘れクリニック

029-291-6211

3100841 茨城県水戸市酒門町4637-2

○

0810114660

医療法人社団 山縣産婦人科

医療法人社団 山縣産婦人科

029-241-6121

3100851 茨城県水戸市千波町371-4

○

0810114678

医療法人 さかと内科・胃腸科クリニック

さかと内科・胃腸科クリニック

029-247-3375

3100841 茨城県水戸市酒門町263

○

0810114694

医療法人社団 大平医院

おおひらクリニック

029-291-6173

3100852 茨城県水戸市笠原町1568-1

○

0810114702

医療法人社団 いばらき会

いばらき診療所 みと

029-228-6100

3100063 茨城県水戸市五軒町1-3-34第一会計ビル

○

0810114710

医療法人 桜丘会

医療法人 桜丘会 水戸ブレインハートセン
ター

029-222-7007

3100004 茨城県水戸市青柳町4028

○

0810114728

佐藤 正

鈴木産婦人科医院

029-221-3932

3100818 茨城県水戸市東台1-10-19

○

0810211961

藤田 穣

永山医院

0294-43-1231

3191414 茨城県日立市日高町2-7-6

○

0810211995

川西 和成

川西医院

0294-35-8148

3160032 茨城県日立市西成沢町4-34-8

○

0810212001

川井 利康

かわい整形外科クリニック

0294-33-5576

3191414 茨城県日立市日高町1-27-8

○

0810212019

医療法人 ここの実会

医療法人ここの実会 嶋崎病院

0294-36-7070

3170076 茨城県日立市会瀬町3-23-1

○

0810212027

医療法人 秀仁会

川島クリニック

0294-35-1266

3160002 茨城県日立市桜川町1-1-1

○

0810312165

大塚 定徳

大塚クリニック

029-832-7555

3000011 茨城県土浦市神立中央3-9-1

○

0810312173

医療法人社団 白浜会

医療法人社団 白浜会 ひろたこどもクリニック

029-827-4150

3000045 茨城県土浦市文京町11-3

○

0810411389

松永 弘之

松永外科医院

0280-32-1648

3060013 茨城県古河市東本町3-15-36

○

0810411447

医療法人社団 尽徳会

医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック

0280-23-2618

3060205 茨城県古河市関戸1630-8

○

0810411454

加藤 修

かとう耳鼻咽喉科クリニック

0280-91-0133

3060204 茨城県古河市下大野2917-1

○

0810411462

牧山 縁

三省堂耳鼻咽喉科医院

0280-22-0519

3060033 茨城県古河市中央町1-8-35

○

0810511006

田中 純

田中クリニック

0299-23-2288

3150005 茨城県石岡市鹿の子1-11-10

○

茨城県つくばみらい市陽光台4-106-3ハイツ
YHⅢ102号

○

0810611459

医療法人 修英会

大空こどもクリニック

0296-20-1250

3080005 茨城県筑西市中舘136-3

○

0810710657

佐久間 健一

佐久間耳鼻咽喉科

0296-33-3403

3070001 茨城県結城市結城368-3

○

0810710665

蘇原 織吉

蘇原内科医院

0296-33-3927

3070001 茨城県結城市結城421

○

0810810804

渡利 昭彦

渡利耳鼻咽喉科医院

0297-62-4133

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3585-2

○

0810810812

医療法人社団 ゆびきたす

ユビキタスクリニック龍ヶ崎

0297-60-7900

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘7-1-6泉ハイツ101

○

0810810820

五十嵐 俊夫

いがらしクリニック

0297-62-0936

3010826 茨城県龍ケ崎市栄町4659-3

○

0810810846

細井 大二

細井クリニック

029-766-2000

3010043 茨城県龍ケ崎市松葉3-5-7

○

0811010503

三津山 勇人

三津山クリニック

0296-48-9131

3040023 茨城県下妻市大串452-2

○

0811110592

医療法人 仁愛会

水海道厚生病院

0297-27-0721

3030043 茨城県常総市内守谷町3370-7

○

0811210376

谷下田 敏夫

賀美診療所

0294-82-2101

3110507 茨城県常陸太田市小菅町406

○

0811610559

医療法人 浩成会

医療法人 浩成会 菅谷医院

0299-45-2172

3190202 茨城県笠間市下郷4425-37

○

0811711241

医療法人社団 英彩会

有田内科整形リハビリクリニック

0297-70-3331

3001537 茨城県取手市毛有363-2

○

0811711266

海老原 聰

海老原医院

0297-78-8400

3020032 茨城県取手市野々井636

○

0811910769

医療法人 なかの循環器クリニック

医療法人 なかの循環器クリニック

029-846-2000

3001234 茨城県牛久市中央1-21-3

○

0811910777

川西 洋一

牛久中央クリニック

029-8288800

3001234 茨城県牛久市中央1-21-3

○

0811910785

医療法人社団 橘会

さくら台土肥クリニック

029-878-3131

3001217 茨城県牛久市さくら台1-1-1

○

0811910793

医療法人社団 千空

そうだ耳鼻咽喉科クリニック

029-878--3387

3001207 茨城県牛久市ひたち野東1-14-3

○

0811910819

島田 忍

ウイング眼科

029-878-3017

3001207

0811910827

小池 右

オアシス脳神経クリニック

029-871-2211

3001206 茨城県牛久市ひたち野西4-16-1

○

0812012573

山田 国央

つくば眼科 山田医院

029-871-4936

3001245 茨城県つくば市高崎41-13

○

0812012581

末廣 和代

つくばシティアすえひろ眼科

029-849-0177

3050031

0812012599

医療法人 恵聖会

さくら眼科クリニック

029-850-5500

3050028 茨城県つくば市妻木1424

○

0812012623

林 彩子

林医院

029-867-0114

3004231 茨城県つくば市北条19-2

○

0812012631

医療法人 大見会

大見クリニック

029-857-7373

3050021 茨城県つくば市古来320-5

○

0812012649

医療法人 丹誠会

紫峰の森 クリニック

029-848-2348

3002655 茨城県つくば市島名472-1

○

0812111417

医療法人社団 秀峰会

医療法人社団 秀峰会 つだ中央クリニック

029-303-7555

3120032 茨城県ひたちなか市津田3728-1

○

0812111425

泉 雅子

いずみ眼科クリニック

029-219-5687

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3444-8

○

0812111433

飯嶋 佳路

アイメンタルクリニック

029-272-4976

3120045

0812210516

照沼 積

かしま耳鼻咽喉科医院

0299-90-8733

3140031 茨城県鹿嶋市宮中1-10-18

○

0812410470

山口 良成

けやき台整形外科クリニック

0297-45-8777

3020128 茨城県守谷市けやき台2-12-18

○

0812410488

医療法人 広翔会

医療法人 広翔会 貝塚みずき野クリニック

0297-21-1221

3020121 茨城県守谷市みずき野7-16-3

○

0812410504

森井 健

もりい内科クリニック

0297-44-5267

3020118 茨城県守谷市立沢2058-5

○

0812410512

寺本 知史

寺本こども赤ちゃんクリニック

0297-44-5563

3020118 茨城県守谷市立沢2058-6

○

0812410520

森澤 清秀

ゆりがおかクリニック

0297-47-1144

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘3-2660-11

○

0812410546

篠﨑 英雄

お産の森 いのちのもり 産科婦人科 篠﨑医
院

0297-44-6203

3020116 茨城県守谷市大柏1067-1

○

0812510295

岡崎 匡雄

岡崎外科医院

0295-52-0547

3192265 茨城県常陸大宮市中富町1003-6

○

0812610384

医療法人社団 どんぐり会

那珂キッズクリニック小児科

029-212-5885

3110110 茨城県那珂市竹ノ内3-2-2

○

0812710200

医療法人 慈厚会

江戸崎ひかりクリニック

029-834-5777

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲3557-1

○

0812710218

岩城 祥樹

いわき内科クリニック

029-875-5100

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲1503-1

○

0812810166

白井 潤二

白井こどもクリニック

029-831-3803

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉2-14-11

○

0813111135

医療法人 桜丘会

医療法人桜丘会 桜ヶ丘クリニック

029-292-1251

3113156 茨城県東茨城郡茨城町奥谷1076

○

茨城県牛久市ひたち野東4-2-1ひたち野ガー
デン

茨城県つくば市吾妻2-8-8つくばシティアビル
3階

茨城県ひたちなか市勝田中央5-1平戸ビル2
階

○

○

○

0813811072

医療法人 印南クリニック

印南クリニック

029-834-2222

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷1329-1

○

0813811080

日高 真

しんクリニック

029-875-5686

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷2-20-4

○

0813811106

安部 伊知朗

あべ整形外科

029-875-5303

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央6-20-1

○

0813811122

海老原 研一

あみ眼科クリニック

029-887-5681

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎1-29-13

○

0813811130

医療法人社団 慈恵会

あみ小林クリニック

029-888-2200

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗1765-1

○

0814410593

服部 光治

服部内科医院

0297-84-6063

3001622 茨城県北相馬郡利根町布川2830-1

○

0817110299

土井 美幸

大塚医院

0299-55-0512

3004422 茨城県桜川市真壁町亀熊1900

○

0817310188

辻野 昭人

みらい平整形外科クリニック

0297-44-6636

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-672-1

○

0830133492

金澤 俊二

金澤歯科医院

029-252-4180

3100045 茨城県水戸市新原2-5-9

○

0830133500

田中 久

むろふし歯科

029-248-3500

3100836 茨城県水戸市元吉田町2197-12

○

0830133518

大金 誠

大金歯科医院

029-221-7486

3100063 茨城県水戸市五軒町2-1-10

○

0830133526

医療法人社団藤美会

医療法人社団藤美会 パール歯科医院

029-259-1108

3190394

0830133534

中島 繁樹

中島歯科医院

029-252-7172

3100905 茨城県水戸市石川1-4022-8

0830133542

飯島 重樹

いいじま矯正歯科

029-300-3030

3100015

0830231742

須田 聡

須田歯科医院

0294-36-2389

3160002 茨城県日立市桜川町1-6-13

○

0830231759

間宮 髙弘

間宮歯科医院

0294-23-0888

3170071 茨城県日立市鹿島町1-6-15

○

0830231767

医療法人 日立北デンタルクリニック

日立北デンタルクリニック

0294-20-6667

3191304 茨城県日立市十王町友部201-5

○

0830231775

瀬尾 修一

瀬尾歯科医院

0294-36-0621

3160004 茨城県日立市東多賀町5－19－5

○

0830331963

医療法人社団 賢雅会

医療法人社団 賢雅会 あおぞら歯科クリニッ
ク

029-825-2332

3000045 茨城県土浦市文京町11-7

○

0830331997

医療法人 たかぎ歯科

医療法人 たかぎ歯科

029-822-3111

3000814 茨城県土浦市国分町4-15

○

0830332003

高田 智子

高田歯科クリニック

029-875-6575

3000814 茨城県土浦市国分町7-53-12

○

0830332011

医療法人 神立デンタルクリニック

医療法人 神立デンタルクリニック

029-830-2161

3000013 茨城県土浦市神立町682-45

○

0830332029

医療法人 根本歯科医院

根本歯科医院

029-832-3500

3000011 茨城県土浦市神立中央1-16-11

○

0830332037

飯田 裕

つくばオーラルケアクリニック

029-879-5255

3000871

0830332045

植田 真弘

植田歯科

029-879-5673

3000037 茨城県土浦市桜町3-8-13

○

0830431151

森 仁

さくら歯科医院

0280-93-0323

3060204 茨城県古河市下大野2828-7

○

0830431177

佐藤 昌代

佐藤デンタルクリニック

0280-32-0730

3060023 茨城県古河市本町2-5-40

○

0830530796

横川 早苗

横川矯正歯科

0299-24-4118

3150014 茨城県石岡市国府4-5-4

○

0830631156

黒川 紀夫

黒川歯科医院

0296-25-0439

3080825 茨城県筑西市下中山733-1

○

0830631164

橋本 昭

橋本歯科クリニック

0296-57-7551

3091116 茨城県筑西市横塚87-3

○

0830730479

城戸 衛

きど歯科クリニック

0296-48-8295

3070001

茨城県結城市結城11839-1ヨークタウンユウ
キ内

○

0830830865

新井 政人

サプラファミリー歯科

0297-65-4853

3010044

茨城県龍ケ崎市小柴5-1-2ショッピングセン
ターサプラ2F

○

0830830873

川村 晃

あきら歯科クリニック

0297-84-1115

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町516

○

0831030432

皆葉 仁

みなば歯科クリニック

0296-30-4618

3040055 茨城県下妻市砂沼新田44-1

○

0831130554

松崎 和江

松崎歯科医院

0297-42-2403

3002706 茨城県常総市新石下257-1

○

0831230446

医療法人H＆S

菊池歯科クリニック

0294-72-1888

3130004 茨城県常陸太田市馬場町85-1KKビル2階

○

0831731146

東原 一博

ひがしはら歯科医院

0297-84-6550

3020026 茨城県取手市稲1014-1

○

0831731153

野村 宏

野村歯科医院

0297-74-8811

3020017 茨城県取手市桑原1081

○

0831731161

寺田 晋

てらだ歯科クリニック

0297-79-1182

3020034 茨城県取手市戸頭4-20-21

○

0831830484

医療法人 清風会

東洋歯科クリニック

0297-30-3006

3060515 茨城県坂東市沓掛3971

○

0831930870

土井 康弘

どい歯科医院

029-873-0590

3001206 茨城県牛久市ひたち野西2-23-1

○

茨城県水戸市中原町135イオン水戸内原
SC1F

茨城県水戸市宮町2-3-38ホテルシルバーイ
ン3F

茨城県土浦市荒川沖東2-16アライテナント
A101

○
○
○

○

0832031611

医療法人社団 幸寿会

医療法人社団幸寿会りすの森デンタルクリニッ
ク

029-867-6480

3004231 茨城県つくば市北条1579

○

0832031827

大河原 純也

ありす歯科医院

029-852-1414

3050046 茨城県つくば市東2-30-4

○

0832031876

鈴木 冨士雄

二の宮歯科医院

029-855-2005

3050051 茨城県つくば市二の宮3-21-1

○

0832031884

山口 昭

クローバー歯科医院

029-875-8817

3050035 茨城県つくば市松代2-14-9シグマボックス1F

○

0832031926

山中 幸子

あらい歯科

029-875-8117

3050044 茨城県つくば市並木3-17-9

○

0832031934

徳永 一充

徳永歯科医院

029-863-0551

3050027 茨城県つくば市東岡333-1

○

0832031942

医療法人 緑生会

医療法人緑生会 つくばスマイル歯科クリニッ
ク

029-875-5381

3050046 茨城県つくば市東2-31-5巴事務所103

○

0832131049

佐藤 崇哲

さとう歯科クリニック

029-270-0310

3120011 茨城県ひたちなか市中根4773-7

○

0832131056

島田 学

あおぞら歯科クリニック

029-219-5644

3120011 茨城県ひたちなか市中根3646-10

○

0832131064

渡邉 真人

わたなべ歯科クリニック

029-219-4182

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3125-11

○

0832230429

鬼澤 隆之

鬼澤歯科医院第2診療所

0299-94-5525

3140000 茨城県鹿嶋市緑ヶ丘1－7－10

○

0832430482

大浦 信也

エール歯科クリニック

0297-44-5899

3020115 茨城県守谷市守谷2-16-1アワーズもりや2階

○

0832430490

医療法人社団 千松会

医療法人社団千松会 サンテラスデンタルクリ
ニック

0297-47-8282

3020104 茨城県守谷市久保ケ丘2-1-1

○

0832630289

宍戸 祐一

ししど歯科クリニック

029-219-5118

3110113 茨城県那珂市中台715-15

○

0832630297

長島 正尚

ながしま歯科医院

029-219-6322

3110105 茨城県那珂市菅谷765-4

○

0832730220

大里 一

おおさと歯科医院

0299-94-5118

3000726 茨城県稲敷市西代1409

○

0832730238

清原 秀樹

清原歯科医院

029-893-1182

3000505 茨城県稲敷市村田129-1

○

0832830194

會澤 臣

あいざわ歯科医院

0299-59-2717

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉1966-2

○

0833030158

医療法人社団 楽生会

たいよう行方歯科診療所

0299-73-0016

3113811 茨城県行方市四鹿1265

○

0833131238

医療法人社団 秀明会

加部東歯科医院

029-267-3458

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町64-128

○

0834230450

鈴木 正一

鈴木歯科

0296-30-2337

3003545 茨城県結城郡八千代町東蕗田681-9

○

0837130285

枝 孝司

枝歯科医院

0296-55-0053

3004411 茨城県桜川市真壁町田306-4

○

0837230283

河原 一茂

河原歯科医院

0291-33-3863

3111517 茨城県鉾田市鉾田1617

○

0837230309

医療法人社団 秀明会

加部東歯科医院 鉾田分院

0291-39-4818

3112103 茨城県鉾田市汲上1186

○

0837230317

出久根 亮一

出久根歯科医院

0291-32-2410

3111517 茨城県鉾田市鉾田2588-1

○

0837330182

医療法人 恵潤会

医療法人 恵潤会 小絹つるみ歯科医院

0297-21-6543

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台1-1-4

○

0837430198

宇野 真理子

佐久間歯科

0299-48-3983

3190106 茨城県小美玉市堅倉1617-1

○

0874400427

社会福祉法人河内厚正会

訪問リハビリテーションもえぎ野

0297-84-6081

3001606 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台1-1-8

○

0810114744

医療法人 健清会

那珂記念MITOクリニック

029-300-3355

3100015 茨城県水戸市宮町1-7-33

○

0810114751

医療法人 一薫会

医療法人 一薫会 いぐち皮フ科形成外科クリ
ニック

029-297-8863

3100841 茨城県水戸市酒門町下千束1571-1

○

0810114777

医療法人財団 古宿会

水戸中央クリニック

029-226-8121

3100817 茨城県水戸市柳町1-15-1

○

0810114785

医療法人 鳳香会

五軒町クリニック

029-291-5515

3100063

0810312199

医療法人社団 萩原同仁会

萩原同仁クリニック

029-832-2111

3000011 茨城県土浦市神立中央5－24－25

○

0810312207

遠藤 拓男

しほう医院

029-823-9511

3000805 茨城県土浦市宍塚1945－1

○

0810411488

日本赤十字社 茨城支部

古河赤十字病院

0280-23-7111

3060014 茨城県古河市下山町1150

○

0810411496

小柳 政明

クリニックゆうりん

0280-23-5951

3060232 茨城県古河市東牛谷135-2

○

0810611467

池田 仁

杏林堂医院

0296-24-5631

3080825 茨城県筑西市下中山582-3

○

0810611475

関谷 榮規

せきや眼科クリニック

0296-52-8770

3004516 茨城県筑西市新井新田42-30

○

0810611483

小松嵜 孝

こまつざき眼科クリニック

0296-23-1231

3080841 茨城県筑西市二木成1318

○

0810710673

医療法人 孝寿会

しもふさクリニック

0296-20-9119

3070043 茨城県結城市武井1244－4

○

0810710681

岩崎 聡司

あおぞら整形外科

0296-20-8611

3070053 茨城県結城市新福寺6-6-3

○

茨城県水戸市五軒町2-1-10レーベンハイム
五軒町レジデンス102号

○

0810710699

白石 郁夫

さわやか内科・小児科

0296-20-8655

3070053 茨城県結城市新福寺6-6-8

○

0811010511

医療法人 宇津野医院

医療法人 宇津野医院

0296-45-0311

3040068 茨城県下妻市下妻丁373－15

○

0811010529

医療法人 加倉井皮膚科クリニック

加倉井皮膚科クリニック

0296-30-5007

3040051 茨城県下妻市小島905-1

○

0811110618

医療法人 さくらばし

桜橋クリニック

0297-23-0271

3030003 茨城県常総市水海道橋本町3296－11

○

0811410356

永山 大

永山耳鼻咽喉科眼科医院

0293-22-2237

3180032 茨城県高萩市大和町1-7

○

0811810399

医療法人 江東会

医療法人 江東会 存身堂医院

0297-35-1011

3060631 茨城県坂東市岩井3293

○

0811910843

医療法人社団 祐稀会

医療法人社団 祐稀会 奥田整形外科クリニッ
ク

029-846-7788

3001234 茨城県牛久市中央1-21-3

○

0812012656

和田 由香

谷田部診療所

029-836-1606

3050861 茨城県つくば市谷田部6123-1

○

0812012664

医療法人 筑峰会

飯田医院

029-866-0025

3004353 茨城県つくば市沼田101

○

0812012680

杉谷 武彦

杉谷メディカルクリニック

029-879-9310

3050817 茨城県つくば市研究学園4-4-11

○

0812012698

渡辺 拓自

つくば在宅クリニック

029-886-6123

3050054 茨城県つくば市西大沼637-5

○

0812012706

林 志光

コミュニティクリニック・つくば

029-875-5465

3050817

茨城県つくば市研究学園D6街区3号研究学
園駅前岡田ビル3F

○

0812012714

飯村 陽一

研究学園いいむら耳鼻咽喉科

029-879-9770

3050817

茨城県つくば市研究学園5-12-4研究学園駅
前岡田ビル3F

○

0812012722

中嶋 光博

中嶋こどもクリニック

029-895-6027

3050822 茨城県つくば市苅間篠前1620－7

○

0812111441

医療法人 真道会

わたなべ内科クリニック

029-202-6155

3120061 茨城県ひたちなか市稲田38-1

○

0812111458

安積 靖敏

あさか耳鼻咽喉科クリニック

029-219-7601

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2713－1

○

0812111466

本間 源基

ひたちなか市休日夜間診療所

029-274-3240

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-32

○

0812210524

医療法人社団 善仁会

たるいこどもクリニック

0299-77-9911

3140000 茨城県鹿嶋市厨4-2-5

○

0812310241

久保 浩之

久保病院

0299-64-6116

3112436 茨城県潮来市牛堀821-1

○

0812410561

医療法人財団 健康睡眠会

医療法人財団 健康睡眠会 もりやクリープク
リニック

0297-21-0840

3020100

0812410579

医療法人社団 いとう眼科

いとう眼科

0297-20-0101

3020115 茨城県守谷市中央3－11－2

0812410587

医療法人 仁愛会

まつの木クリニック

0297-45-6180

3020115

0812410595

髙橋 浩子

たかはし眼科

0297-44-7734

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘3-249-1

○

0812510303

医療法人 緒川クリニック

緒川クリニック

0295-54-3331

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬1426-1

○

0812610392

医療法人慈心会

那珂中央クリニック

029-298-7811

3110134 茨城県那珂市飯田1733－1

○

0812610400

伊藤 聡

ののがき脳神経外科クリニック

029-352-0555

3110113 茨城県那珂市中台749

○

0812610418

医療法人鈴木呼吸器科内科

鈴木呼吸器科内科

029-353-2811

3110113 茨城県那珂市中台749－4

○

0812710226

医療法人 詢誠会

江戸崎眼科

029-892-0262

3000508 茨城県稲敷市佐倉3298－1

○

0812810174

酒井 元

酒井医院

029-821-5615

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉4468-1

○

0812810182

菊池 一郎

菊池整形外科クリニック

0299-59-1181

3150051 茨城県かすみがうら市新治1827-34

○

0812910396

渡辺 絵美

わたなべ眼科クリニック

0299-77-8772

3140144 茨城県神栖市大野原1-6-4

○

0813811148

医療法人 幸成会

なるしま内科医院

029-869-4820

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-22-1

○

0813811155

辻 茂希

つじ耳鼻咽喉科クリニック

029-801-3387

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野4-27-5

○

0814310835

医療法人社団 順孝会

すぎた眼科

0280-81-1600

3060400 茨城県猿島郡境町38-3

○

0817310196

平井 浩気

平井医院

0297-58-3311

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2258－2

○

0817310204

小田 洋英

アイクリニック小田眼科

0297-58-5058

3002353 茨城県つくばみらい市小張2751-1

○

0817310238

医療法人みらい平クリニック

みらい平クリニック

0297-38-4023

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台3－138－7

○

0830133567

増田 友邦

水戸常北歯科

029-229-8801

3114201 茨城県水戸市藤井町字南光明地246-1

○

0830133575

医療法人緑生会

医療法人緑生会 水戸エンゼル歯科クリニック

029-291-8885

3100911 茨城県水戸市見和2－253－9

○

0830133583

小林 充明

三の丸歯科医院

029-221-3497

3100011 茨城県水戸市三の丸1－1－27

○

0830133617

加藤 毅

加藤歯科医院

029-221-2622

3100026 茨城県水戸市泉町1-7-32

○

茨城県守谷市中央2－16－1アワーズもりや
1F

茨城県守谷市中央2－16－1アワーズもりや
2F

○
○
○

0830231783

医療法人SHPI

こばやし歯科クリニック

0294-52-6480

3191234 茨城県日立市大和田町684－1

○

0830332060

長谷川 正美

神立中央歯科医院

029-834-0888

3000011 茨城県土浦市神立中央3－19－33

○

0830332078

医療法人社団 桜美会

さくら歯科クリニック

029-835-6770

3000834 茨城県土浦市小岩田東1－3－21

○

0830431201

医療法人社団 惠安会

医療法人社団惠安会 アイルファミリー歯科

0280-32-6480

3060236 茨城県古河市大堤682

○

0830431227

西 晃伸

にし歯科医院

0280-23-1182

3060212 茨城県古河市久能1398-3

○

0830530804

医療法人社団 佳愛会

千葉歯科クリニック

0299-22-5752

3150001 茨城県石岡市石岡1－12－1

○

0830730487

医療法人社団 孝寿会

しもふさクリニック

0296-20-9119

3070043 茨城県結城市武井1244－4

○

0830730495

小島 亮一

こじま歯科医院

0296-48-8550

3070001 茨城県結城市結城6599－1

○

0830830881

医療法人 真健会

とみやま歯科クリニック

0297-65-6500

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町2578－13

○

0830830899

医療法人社団 大伸会

医療法人社団 大伸会 松葉歯科医院

0297-66-0034

3010043

0831130562

植竹 尚徳

植竹歯科医院

0297-44-7707

3002706 茨城県常総市新石下4058

○

0831731179

医療法人 HSF

ふじなわ歯科医院

0297-73-8200

3020015 茨城県取手市井野台4－23－6

○

0831930888

伊藤 玄

ひたち野歯科医院

029-801-1155

3001203 茨城県牛久市下根町772-4

○

0832031892

-

ほりかわクリニック

0298-77-1002

3003257 茨城県つくば市筑穂2-11-1

○

0832031959

大木 正博

大木歯科医院

029-867-2811

3004218 茨城県つくば市大貫2175

○

0832031967

五十嵐 安之

いがらし歯科クリニック

029-875-8419

3050817

茨城県つくば市研究学園C-49街区2つくばシ
ティア・モアビル102

○

0832031983

堀口 真史

研究学園歯科

029-856-6480

3050817

茨城県つくば市研究学園D4街区3サーパスつ
くば研究学園102

○

0832131072

齊藤 洋一

齊藤歯科ひたち海浜クリニック

029-263-6060

3111243 茨城県ひたちなか市北神敷台18-7

○

0832131080

葛城 康維

かつらぎ歯科医院

029-262-3016

3111203 茨城県ひたちなか市平磯町1266

○

0832330245

内堀 史朗

うちぼり歯科医院

0299-62-2166

3112424 茨城県潮来市潮来490-2

○

0832430508

山﨑 貴也

たかや歯科クリニック

0297-44-5604

3020128 茨城県守谷市けやき台6-8-2，3

○

0832430516

渡邉 大郎

渡辺歯科クリニック

0297-44-5011

3020115 茨城県守谷市中央3-15-3STONEGATE101

○

0832930465

赤松 一成

東部歯科診療所

0299-97-1188

3140115 茨城県神栖市知手3420-85

○

0832930473

鈴木 康文

ワイズデンタルクリニック

0299-96-1137

3140116 茨城県神栖市奥野谷8197

○

0833030166

医療法人社団 盛和会

医療法人社団 盛和会 山口歯科医院

0299-73-2241

3113821 茨城県行方市蔵川433

○

0833131246

宇野 哲平

宇野デンタルクリニック

029-219-6356

3111307 茨城県東茨城郡大洗町桜道252

○

0833131253

温 勝平

松山歯科医院

029-288-5981

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚2289－2

○

0837330190

根本 光

陽光台 根本歯科クリニック

0297-44-7008

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台1－249－9

○

0837430206

小塙 衛

こばなわ歯科医院

0299-58-2437

3113426 茨城県小美玉市下馬場553-1

○

0871700720

医療法人社団輝峰会

訪問リハビリステーション東取手

0297-74-3333

3020011 茨城県取手市井野246

○

0872101423

医療法人社団 克仁会

介護老人保健施設サンライズ湊訪問リハビリ
テーション

029-265-8711

3111201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1406-1

○

0810212043

石川 悟

石川クリニック

0294-33-7788

3160015 茨城県日立市金沢町4-24-16

○

0812111474

レパヴー アンドレジェイムス

いちげ皮フ科クリニック

029-219-7704

3120033 茨城県ひたちなか市市毛404-32

○

0830133641

渡野邊 理香

りかデンタルクリニック

029-306-8214

3100911 茨城県水戸市見和2-504-4

○

0830332086

西岡 寛久

ホワイト歯科医院

029-822-4182

3000053 茨城県土浦市真鍋新町18-13土浦ﾋﾟｱﾀｳﾝ2F

○

0831030457

医療法人社団 伸詠会

医療法人社団 伸詠会 メディケア歯科クリ
ニック下妻

0296-30-4184

3040033

茨城県下妻市堀篭972-1 イオンモール下妻
1Ｆ

○

0831130570

湯本 泰弘

きぬの里歯科クリニック

0297-27-0550

3030046 茨城県常総市内守谷町きぬの里3-1-2

0832032015

医療法人社団ブライトデンタルケア

医療法人社団ブライトデンタルケア つくばリボ
ン歯科・矯正歯科

029-879-7145

3050033

0832230437

大森 晃

おおもり歯科クリニック

0299-77-8448

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台2346-5

○

0810114801

医療法人社団 かさの医院

かさの内科医院

029-222-3111

3100056 茨城県水戸市文京1-11-9

○

0810212050

医療法人 圭友会

山手クリニック

0294-33-2121

3160013 茨城県日立市千石町2-13-3

○

茨城県龍ケ崎市松葉5－10－8ガーデンコー
ト松葉1-A

茨城県つくば市東新井15-4関友つくば第2ﾋﾞ
ﾙ1F

○

○
○

0810312223

医療法人社団 叶多内科医院

医療法人社団 叶多内科医院

029-826-1566

3000832 茨城県土浦市桜ケ丘町28-41

○

0810411504

医療法人 恵樹会

いたばし糖尿病内科皮フ科クリニック

0280-23-2890

3060232 茨城県古河市東牛谷815-1

○

0811010545

松田 恭寿

まつだこどもクリニック

0296-30-5558

3040056 茨城県下妻市長塚423-1

○

0811510320

医療法人 琴音会

にいさと眼科クリニック

0293-43-1200

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-177

○

0812012748

大久保 武人

つくば ねむりとこころのクリニック

029-875-3578

3050028 茨城県つくば市妻木637-1

○

0812510311

常陸大宮市

常陸大宮市国民健康保険美和診療所

0295-58-2859

3192601 茨城県常陸大宮市高部5281-1

○

0812910404

医療法人玉心会

鹿嶋ハートクリニック

0299-77-8888

3140146 茨城県神栖市平泉1-168

○

0830231791

医療法人AGAPE

アン歯科クリニック

0294-53-1577

3191222 茨城県日立市久慈町2-18-16

○

0830431243

小倉 一宏

小倉歯科東クリニック

0280-97-2277

3060232 茨城県古河市東牛谷522-1

○

0810114819

田口 雅一

田口同仁クリニック

029-259-2555

3190315 茨城県水戸市内原町910-1

○

0810212068

医療法人 安東クリニック

医療法人安東クリニック

0294-28-8686

3160023 茨城県日立市東大沼町3-15-5

○

0810611491

医療法人 春陽会

おくだ眼科クリニック

0296-21-0511

3080803 茨城県筑西市直井959-2

○

0811510338

医療法人社団 桜悠会

いそはらクリニック

0293-30-1580

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原4-112-2

○

0811711274

医療法人 櫻友会

取手中央病院

0297-72-1133

3020022 茨城県取手市本郷3-2-1

○

0811910850

柴田 徹

ふたばこどもクリニック

0298-73-1501

3001203 茨城県牛久市下根町1477-49

○

0812111482

医療法人社団 亘洋会

湊整形外科・内科

029-263-7255

3111225 茨城県ひたちなか市釈迦町15-9

○

0817310246

医療法人社団 貴風会

医療法人貴風会なかざわクリニック

0297-34-1122

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-682-7

○

0832032023

松本 聡

松本歯科医院

029-836-9743

3050854 茨城県つくば市上横場2176-1

○

0811810415

只野 孝

クリニック結

0297-44-7148

3060642 茨城県坂東市長谷1775-4

○

0812012755

野堀 秀穂

野堀眼科クリニック

029-886-3636

3002633 茨城県つくば市遠東779-1

○

0830133658

森永 桂輔

森永歯科医院

029-225-1081

3100803 茨城県水戸市城南2-15-30

○

0830133666

月村 光志

堀スマイル歯科

029-252-5584

3100903 茨城県水戸市堀町1163-18

○

0832330252

大森 陽一

大森歯科医院

0299-64-6589

3112436 茨城県潮来市牛堀424-1

○

0812012789

医療法人 天貝整形外科クリニック

天貝整形外科クリニック

029-839-9151

3050857 茨城県つくば市羽成686-18

○

0813111143

會澤 治

あいざわクリニック

029-219-8151

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1015-1

○

0832032031

髙田 将生

髙田歯科医院

029-875-6489

3002656 茨城県つくば市真瀬603-1

○

0832032049

網代 浩幸

あじろ歯科

029-886-3993

3050832 茨城県つくば市西岡240-3

○

0810611509

富澤 英紀

とみざわハートクリニック

0296-28-1700

3080854 茨城県筑西市女方688-1

○

0810611517

市川 日出勝

のかおい整形外科

0296-21-5880

3080127 茨城県筑西市関本下1922-1

○

0810810887

兼川 潤一

松葉クリニック

0297-65-7882

3010043 茨城県龍ケ崎市松葉4-10-17

○

0811610575

柳橋 互

柳橋医院

0296-74-2302

3091635 茨城県笠間市稲田755

○

0812410629

医療法人社団 芙友会

医療法人社団芙友会海野メディカルクリニック

0297-20-0605

3020127

0830133674

鈴木 史一

水戸デンタルケアクリニック

029-233-7789

3100813 茨城県水戸市浜田町610-1

○

0831930912

医療法人社団 陵栄会

医療法人社団陵栄会牛久デンタルクリニック

0298-72-8114

3001234 茨城県牛久市中央34-3シイナビル1階

○

0832430524

西川 哲次

守谷ふれあい歯科

0297-44-8201

3020116 茨城県守谷市大柏1005-24

○

0832630305

久保田 佐和子

久保田歯科医院

029-296-0041

3192102 茨城県那珂市瓜連1647

○

0810114827

服部 智行

エクセルメディカルクリニック

029-233-6676

3100015

0810411512

医療法人 孝寿会

みわの郷クリニック

0280-75-0119

3060111 茨城県古河市大和田1802-1

○

0810411520

石井 義和

石井内科クリニック

0280-23-1771

3060236 茨城県古河市大堤120-1

○

0811910876

琴寄 誠

ことより医院

029-870-5480

3001234 茨城県牛久市中央5-12-17

○

0830133682

医療法人社団 美桜会

田崎歯科

029-244-0208

3100851 茨城県水戸市千波町236-3

○

茨城県守谷市松ケ丘6-6-1アクロスモール守
谷

茨城県水戸市宮町1-1-1水戸エクセル北口1
階

○

○

0831030465

飯村 一弘

ほほえみ歯科診療所

0296-43-1178

3040041 茨城県下妻市古沢7-1

○

0831230453

後藤 和朗

後藤歯科診療所

0294-72-0113

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町2021-7

○

0810212076

稲葉 治

稲葉眼科医院

0294-36-0279

3160006 茨城県日立市末広町2－7－1

○

0810411538

医療法人 田中医院

田中医院

0280-23-0600

3060037 茨城県古河市錦町5－3

○

0810411546

医療法人 悠生会

おかざき眼科皮膚科

0280-30-1131

3060023 茨城県古河市本町4－11－6

○

0811110626

医療法人社団 眞澄会

大塚クリニック

0297-20-2400

3002505 茨城県常総市中妻町2620

○

0811711282

医療法人社団 寿幸会

かんの産婦人科クリニック

0297-83-0321

3001512 茨城県取手市藤代1076

○

0811711308

医療法人社団 成裕会

医療法人社団成裕会桜が丘メルクリニック

297-70-3070

3001525 茨城県取手市桜が丘1－17－1

○

0812012797

医療法人 小田内科クリニック

医療法人小田内科クリニック

029-867-2471

3004223 茨城県つくば市小田2951－5

○

0812012805

村上 博之

つくばけやき眼科

029-875-6660

3050034

0830231809

齋藤 高

たかいそ海岸

0294-33-5648

3191414 茨城県日立市日高町4-18-15

○

0831630553

医療法人 泉川歯科医院

医療法人 泉川歯科医院

0296-77-8131

3091703 茨城県笠間市鯉淵6740-10

○

0832032056

豊福 偉大

つくば万博歯科

029-848-1171

3002655

0870500865

医療法人江隆会

訪問リハビリテーションサングリーンやさと

0299-43-3120

3150165 茨城県石岡市小倉443-1

○

0810212084

医療法人社団 グルコピア日立

医療法人社団グルコピア日立

0294-27-7211

3170052 茨城県日立市東滑川町1-38-10

○

0811410364

石川 敦庸

石川内科クリニック

0293-44-3366

3180021 茨城県高萩市安良川195-3

○

0812410637

塚越 芳久

守谷メディカルクリニック

0297-47-0213

3020110

0831731187

中村 信太郎

なかむら歯科医院

0297-85-3218

3020039 茨城県取手市ゆめみ野1-74-2

○

0831731195

伊藤 嘉彦

取手デンタルクリニック

0297-84-6418

3020005 茨城県取手市東4-5ミスターマック取手店内

○

0831731203

平山 賢介

ひらやま歯科医院

0297-84-1499

3020021 茨城県取手市寺田4656-4アズーリⅡ1F

○

0831930920

秋山 真人

ひたちの矯正歯科医院

029-875-8552

3001207 茨城県牛久市ひたち野東2-13-33

○

0834331100

中井 巳智代

なかい歯科クリニック

0280-87-8825

3060434 茨城県猿島郡境町上小橋564-5

○

0812310266

船坂 元克

船坂医院

0299-66-1285

3112423 茨城県潮来市日の出6-11-13

○

0817310253

石川 敏夫

いしかわ耳鼻咽喉科クリニック

0297-57-8733

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-673-5

○

0830133690

医療法人社団 楽生会

水戸みらいデンタルクリニック

029-291-8000

3100903 茨城県水戸市堀町1762-10

○

0833131279

医療法人社団 楽生会

城ノ内歯科クリニック

029-306-7711

3113138 茨城県東茨城郡茨城町城之内742-23

○

0811010552

名越 洋

ほりごめクリニック

0296-43-8136

3040033

0812012813

医療法人社団 興明会

医療法人社団興明会つくば賢クリニック

029-861-0100

3050034 茨城県つくば市小野崎286-7

○

0830431250

廣瀬 倫子

木村歯科医院

0280-78-0610

3060114 茨城県古河市山田466

○

0832032064

医療法人社団 和晃会

医療法人社団和晃会TX歯科

029-828-8241

3050817

0832830202

宇野 哲朗

宇野歯科医院

0299-59-7710

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉1665-1

○

0812012821

野口 佳子

のぐち内科クリニック

029-852-3001

3050028 茨城県つくば市妻木635-1

○

0812012839

轟 健

ふる里クリニック

029-851-5526

3050035 茨城県つくば市松代5-5-12

○

0830133716

医療法人社団 陵栄会

医療法人社団陵栄会水戸デンタルクリニック

029-232-9910

3100805

0830231825

三野 智子

さくら歯科医院

0294-33-6632

3191412 茨城県日立市折笠町322-4

○

0832430557

連石 宏一郎

つれいし歯科クリニック

0297-51-3320

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘1-2488-11

○

0810312231

辻 久茂

天川 クリニック

029-822-0844

3000818 茨城県土浦市天川1-28-12

○

0810611525

医療法人 安分堂濱名医院

医療法人安分堂濱名医院

0296-37-6920

3080122 茨城県筑西市関本上1412-2

○

0810611533

野木 俊二

のぎ小児科

0296-28-8611

3080847 茨城県筑西市玉戸1270-1075

○

0811711324

許 表楷

ゆめみ野クリニック整形外科

0297-78-7111

3020039 茨城県取手市ゆめみ野1-71-3

○

0812410645

黒田 啓

くろだ皮膚科

0297-44-9622

3020115

茨城県つくば市小野崎278－1ＬＡＬＡガーデン
つくば1Ｆ

茨城県つくば市島名福田坪土地区画整理
B48街区

茨城県守谷市百合ケ丘3-249-1イオンタウン
守谷2階区画No.236

茨城県下妻市堀篭972-1イオンモール下妻１
階

茨城県つくば市研究学園C50街区1イーアス
つくばメディカルポート内

茨城県水戸市中央2-2-1アーバンスタービル
202号室

茨城県守谷市中央1-23-4アクロスプラザ守
谷2Ｆ

○

○

○

○

○

○

○

0812810190

太田 仁

太田医院

0299-59-2026

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉1598-1

○

0813111150

医療法人 白櫻会

城里慶友整形外科

029-291-8908

3114302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1416

○

0817110349

医療法人 公奉会

タンポポクリニック

0296-70-4402

3091211 茨城県桜川市岩瀬364-5

○

0830133724

外山 敬三

外山歯科医院

029-254-6155

3114143 茨城県水戸市大塚町1741-11

○

0830530812

岡﨑 芳子

岡﨑歯科診療所

0299-22-2756

3150013 茨城県石岡市府中1-5-18

○

0831830492

木村 大

沓掛歯科医院

0297-44-2155

3060514 茨城県坂東市内野山1199-1

○

0832230239

宮作 千恵子

宮作歯科医院

0299-82-2059

3140031 茨城県鹿嶋市宮中4-2-1

○

0832530232

立原 輝明

立原歯科医院

0295-55-8241

3192131 茨城県常陸大宮市下村田2387ピサーロ1Ｆ

○

0833831365

緑川 恵樹

本郷歯科医院

029-841-0428

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野2-21-24

○

0810114835

医療法人社団 大清会

医療法人社団大清会かわだクリニック

029-257-2322

3114152 茨城県水戸市河和田3-2351-4

○

0810114843

工藤 貴正

中央泌尿器科クリニック

029-302-5243

3100004 茨城県水戸市青柳町4052-6

○

0810114850

澤田 俊道

澤田医院

029-221-5277

3100845 茨城県水戸市吉沢町354-39

○

0810212100

篠原 祐之

篠原医院

0294-33-2357

3160003 茨城県日立市多賀町3-14-8

○

0810411553

医療法人社団 應誠会あさま耳鼻咽喉科医院

医療法人社団應誠会あさま耳鼻咽喉科医院

0280-92-9080

3060226 茨城県古河市女沼656-1

○

0810611541

後藤 千秋

ごとうクリニック

0296-23-3215

3080051 茨城県筑西市岡芹2162

○

0812012847

医療法人社団 康喜会

辻中つくば胃腸肛門クリニック

029-879-7878

3050032 茨城県つくば市竹園1-4-1南3パークビル2階

○

0830133732

髙根 正敏

水戸さくら通り歯科

029-291-6489

3100847 茨城県水戸市米沢町142-3

○

0832032072

医療法人 山口歯科クリニック

ホワイトエッセンスデンタルオフィス・ゴリ

0296-23-3663

3050034

0833331135

江崎 賢徳

えざき歯科クリニック

029-287-7688

3191112 茨城県那珂郡東海村村松2334-2

○

0834331118

関 清伊

きよいデンタルクリニック

0280-33-7830

3060402 茨城県猿島郡境町猿山145-5

○

0837430214

東 英仁

東歯科医院

0299-56-4856

3190126 茨城県小美玉市大谷518-15

○

0830332102

医療法人社団 ティーズ・デンタルプランニング

医療法人社団ティーズ・デンタルプランニング
土浦スマイル歯科クリニック

029-835-5110

3000811

0831530365

吉田 和夫

磯原ファミリー歯科

0293-43-5919

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-206

○

0810114868

医療法人 愛菜会

トレンドクリニック

029-306-7381

3100851 茨城県水戸市千波町1989-1

○

0811810423

田中 勝也

ホスピタル坂東

0297-44-2000

3060515 茨城県坂東市沓掛411

○

0830133740

医療法人 愛菜会

トレンドクリニック

029-306-7381

3100851 茨城県水戸市千波町1989-1

○

0810114876

山下 雄幸

やましたクリニック

029-257-8200

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1 ﾐｵｽ1F

○

0810114884

亀山 昌明

かめやま内科クリニック

029-353-7711

3111132 茨城県水戸市東前町850

○

0810212118

井村 純也

井村整形外科病院

0294-52-2191

3191221 茨城県日立市大みか町6-4-10

○

0810212126

折野 陽一

川尻整形外科

0294-33-7819

3191411 茨城県日立市川尻町3-9-13

○

0810212134

石川 晶久

石川内科ファミリークリニック

0294-33-8600

3160002 茨城県日立市桜川町3-11-15

○

0810611558

医療法人 関城中央医院皮膚科

医療法人 関城中央医院皮膚科

0296-37-7700

3080127 茨城県筑西市関本下2445

○

0810810895

吉澤 孝史

吉澤胃腸内科医院

0297-66-0977

3010032 茨城県龍ケ崎市佐貫1-4-5

○

0810212142

医療法人社団 そよご会

長山皮膚科医院

0294-33-1858

3160036 茨城県日立市鮎川町1-2-20

○

0810811000

医療法人社団 健幸福会

医療法人社団 健幸福会 龍ヶ崎大徳ヘル
シークリニック

0297-64-3133

3010816

0811910884

医療法人 優光会

さくらい眼科

029-872-6633

3001222 茨城県牛久市南2-25-12

○

0812012854

医療法人社団 豊智会

つくば画像検査センター

029-875-9970

3050005 茨城県つくば市天久保2-1-16

○

0812012862

小川 健

おがわ内科

029-839-3770

3050881

0812210557

新日鐡住金株式会社 鹿島製鐡所

鹿島診療所

0299-84-2934

3140014 茨城県鹿嶋市光3

○

0812410652

医療法人 ひばりの会

医療法人 ひばりの会 もりもとクリニック

0297-45-3500

3020105 茨城県守谷市薬師台1-3-5

○

0812810208

医療法人 吉田茂耳鼻咽喉科

吉田茂耳鼻咽喉科

029-834-8200

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉3808-1

○

茨城県つくば市小野崎278-1ＬＡＬＡガーデン
つくば2棟1FD-101号室

茨城県土浦市上高津367イオンモール土浦2
階

茨城県龍ケ崎市大徳町1298-3大徳ﾍﾙｼｰﾋﾞﾙ
1F

茨城県つくば市みどりのA76街区7画地みどり
のﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1F

○

○

○

○

0830133757

医療法人ＭＳＣＡ

御茶園通り歯科クリニック

029-291-8884

3100851 茨城県水戸市千波町462-6

○

0830133773

医療法人Ｚ－ＯＮＥ

浅野歯科医院

029-224-1500

3100817 茨城県水戸市柳町2-2-20

○

0830133781

木田 雅子

木田歯科

029-221-4029

3100021 茨城県水戸市南町3-2-32

○

0831430327

医療法人よつば会

ひがし歯科医院

0293-24-1182

3180014 茨城県高萩市東本町2-46-4

○

0832230445

新日鐡住金株式会社 鹿島製鐵所

鹿島診療所

0299-84-2934

3140014 茨城県鹿嶋市光3

○

0832430565

医療法人社団ＧＬＡＮＺ

医療法人社団ＧＬＡＮＺ 大津歯科医院

0297-45-2366

3020118 茨城県守谷市立沢1163-37

○

0832930481

医療法人社団 善仁会

小山記念病院付属しまぶくろデンタルクリニッ
ク

0299-90-0118

3140142 茨城県神栖市深芝南3-21-1

○

0811210384

医療法人社団 茨腎会

太田ネフロクリニック

0294-80-5031

3130043 茨城県常陸太田市谷河原町1-1660

○

0812610426

谷 大輔

たに内科クリニック

029-229-0721

3192105 茨城県那珂市古徳397-1

○

0817410293

医療法人 宏仁会おみたまクリニック

おみたまクリニック

0299-46-7800

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2663-61

○

0830231833

医療法人社団 弘洋会

島田歯科医院大みか診療所

0294-53-0841

3191221 茨城県日立市大みか町3-22-1

○

0832430573

岩元 健剛

岩元歯科クリニック守谷

0297-44-9626

3020115 茨城県守谷市中央4-12-8Premier M102

○

0833430325

須藤 敦夫

堀江歯科医院

0295-72-0316

3193526 茨城県久慈郡大子町大子650

○

0810212159

医療法人 小泉チルドレンズクリニック

医療法人 小泉チルドレンズクリニック

0294-35-8212

3160036 茨城県日立市鮎川町3-1-21

○

0810212167

新島 光起

新島スカイクリニック

0294-33-5511

3160036 茨城県日立市鮎川町3-1-21

○

0830132619

鈴木 慶洋

ユービ歯科

029-247-8241

3100841 茨城県水戸市酒門町4628-2

○

0830133799

安藤 智也

安藤歯科医院

029-246-1544

3100842 茨城県水戸市けやき台1-23-15

○

0830332136

上野 正博

上野歯科医院

029-821-0885

3000043 茨城県土浦市中央1-14-24

○

0810411561

医療法人櫻樹会

第３さくらい医院

0280-30-0022

3060012 茨城県古河市旭町1-2-17ｲｵﾝ古河店1F

○

0812012870

医療法人 明仁クリニック

こだま在宅クリニック

029-896-3760

3003257

0830133807

医療法人社団 高輪会

医療法人社団高輪会 オレンジ歯科

029-291-6482

3114151 茨城県水戸市姫子1-820-6ｳﾞｨﾗ･ｴｽﾎﾟﾜｰﾙⅠ

○

0830631198

中島 一憲

関口歯科医院

0296-22-2043

3080051 茨城県筑西市岡芹1076-21

○

0810312256

齊藤 由美子

ゆみこ内科クリニック

029-821-1180

3000048 茨城県土浦市田中3-4-41

○

0811711332

医療福祉生活協同組合いばらき

あおぞら診療所

0297-72-6137

3020024 茨城県取手市新町3-13-11

○

0813111168

園尾 純一郎

大洗そのお眼科

029-229-0860

3111307 茨城県東茨城郡大洗町桜道

○

0832030555

松隈 則子

まつくま歯科医院

029-866-0071

3004353 茨城県つくば市沼田968-1

○

0810114892

本多 捷郎

本多眼科医院

029-221-2839

3100022 茨城県水戸市梅香2-2-46

○

0810312264

医療法人 虹嶺会

土浦ベリルクリニック

029-835-3002

3000062 茨城県土浦市都和4-4022-2

○

0810312272

医療法人社団 竜昇会

医療法人社団竜昇会 土浦西アイクリニック

029-826-8810

3000811 茨城県土浦市上高津367ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦2F

○

0810411579

齊藤 明

斉藤皮膚科医院

0280-22-1486

3060022 茨城県古河市横山町3-4-1

○

0810710715

常松 定夫

結城クリニック

0296-32-3639

3070001 茨城県結城市結城633-1

○

0811110634

江藤 一仁

水海道クリニック

0297-22-3112

3030031 茨城県常総市水海道山田町4555

○

0811610591

医療法人 TCC

友部セントラルクリニック

0296-73-4110

3091703 茨城県笠間市鯉淵6679-11

○

0811911015

医療法人社団 啓聖会

医療法人社団 啓聖会 鳥越クリニック

029-874-3511

3001214 茨城県牛久市女化町223-5

○

0812012904

医療法人 櫻坂

坂根Mクリニック

029-836-6612

3050056 茨城県つくば市松野木162-7

○

0812012912

金井 幸代

いなおかクリニック

029-896-6201

3050071 茨城県つくば市稲岡66-1ｲｵﾝﾓｰﾙつくば1階

○

0812012920

医療法人社団ひまわりの会

あおきこどもクリニック

029-886-3315

3050817 茨城県つくば市研究学園4-4-11

○

0812111524

医療法人 すこやか

ひたちなか母と子の病院

029-273-2888

3120056 茨城県ひたちなか市青葉町19-7

○

0812111532

田崎 太郎

田崎外科医院

029-272-5524

3120033 茨城県ひたちなか市市毛520-2

○

0812410678

医療法人社団 弘明会

さとうクリニック第二診療所

0297-44-6840

3020112 茨城県守谷市同地191-4

○

0812510337

佐藤 理行

さとう整形外科クリニック

0295-55-8211

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3090-4

○

茨城県つくば市筑穂2-7-1ﾎﾞﾇｰﾙ･ﾘｭﾐｴｰﾙI101

○

0812910446

浅見 祐子

東部地区共同診療所

0299-96-3894

3140102 茨城県神栖市東和田7911

○

0812910479

医療法人かしまなだ診療所

鹿島灘診療所

0299-96-5111

3140112 茨城県神栖市知手中央3-4-21

○

0813111176

医療法人さくらみちクリニック

さくらみちクリニック

029-266-3001

3111307 茨城県東茨城郡大洗町桜道253

○

0813811171

学校法人 東京醫科大学

東京医科大学茨城医療センター

029-887-8870

3000395 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1

○

0813811197

医療法人 裕友会

医療法人裕友会 はたかわ医院

029-885-2358

3000413 茨城県稲敷郡美浦村大谷1637-1

○

0830231858

皆川 竜身

たつみ歯科往診クリニック

0294-21-2866

3170063 茨城県日立市若葉町1-14-15

○

0830231866

小泉 望

小泉矯正歯科

0294-36-2010

3160036 茨城県日立市鮎川町3-1-21-2F

○

0830231874

医療法人社団 春風会

立原歯科医院

029-855-0418

3170077 茨城県日立市城南町3-1-33

○

0830530838

小野寺 武彦

坂井歯科医院

0299-44-0112

3150116 茨城県石岡市柿岡3253-1

○

0831930938

医療法人社団 泰心会

やまだ歯科医院

029-872-8868

3001232 茨城県牛久市上柏田1-16-11

○

0832032080

鴻巣 光正

つくばイオン歯科

029-896-6100

3050071

0832032098

今井 照雄

つくばホワイト歯科

029-851-4182

3050822 茨城県つくば市苅間1885-1

0832032106

医療法人社団スカンジナビアオルソケアー

医療法人社団スカンジナビアオルソケアー つ
くば毛利矯正歯科

029-855-0418

3050032

0832430581

阿部 吉晴

あべ歯科クリニック

0297-44-8733

3020122 茨城県守谷市小山336-9

○

0832930499

中島 誠吾

あさひ歯科

0299-77-8877

3140143 茨城県神栖市神栖1-3-8

○

0837330208

益子 正範

ひかり歯科医院

0297-44-5800

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-687-5

○

0837330216

岡本 善治

岡本歯科医院

0297-44-8733

3002422 茨城県つくばみらい市古川322-1

○

0871000899

医療法人社団 白峰会

介護老人保健施設しろかね 訪問リハビリテー
ション

0296-30-7066

3040811 茨城県下妻市下栗1217

○

0810114900

医療法人社団 道心会

いちょう坂クリニック

029-306-7251

3100011

0810411587

靏見 有史

靏見脳神経外科

0280-23-1211

3060128 茨城県古河市上片田813

○

0812012938

鯨井 正規

青空ホームクリニック

029-875-4804

3050047 茨城県つくば市千現1-23-8-5

○

0812111540

医療法人しんあい会

ひたちなか眼科

029-229-0530

3120005

0812111557

植田 孔明

ひたちなか海浜クリニック

029-219-5955

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3006-1

○

0812410686

小林 英昭

小林医院

0297-48-0076

3020109 茨城県守谷市本町633

○

0817310261

有馬 礼人

ありま皮膚科クリニック

0297-38-6116

3002359

0830332144

医療法人社団 秀悠会

ルークス歯科口腔外科クリニック

029-821-0742

3000037 茨城県土浦市桜町3-1-3

○

0831630561

梅里 朋大

うめさと歯科クリニック

0299-56-6280

3190202 茨城県笠間市下郷4468-2-5

○

0831930946

宮内 幸一郎

トーポ歯科医院

029-886-8115

3001207 茨城県牛久市ひたち野東2-20-13

○

0832730253

医療法人 真英会

パルナ歯科クリニック

0299-78-2811

3000726 茨城県稲敷市西代1495

○

0833131287

長谷川 弘道

はせがわ歯科医院

029-292-9090

3113107 茨城県東茨城郡茨城町小鶴12-5

○

0813811205

春日 哲也

南平台メディカルクリニック

029-888-0888

3000312 茨城県稲敷郡阿見町南平台1－2213－2

○

0830132296

薄井 稔

ウスイ歯科クリニック

029-248-7164

3100836 茨城県水戸市元吉田町1816－5

○

0832032114

船久保 立

桜南歯科クリニック

029-852-3611

3050043 茨城県つくば市大角豆737－6

○

0870104775

社会福祉法人翠清福祉会

かたくり訪問リハビリテーション

029-255-5222

3114153 茨城県水戸市河和田町4516-1

○

0812012946

藤本 美津夫

つくばフジクリニック

029-875-9983

3050047

0812410694

医療法人 宗庵

永瀬内科

0297-48-2000

3020108 茨城県守谷市松並庚塚1580-1

0810114918

医療法人たむら小児科クリニック

ＴＯＭＯこどもクリニック

029-291-3810

3100912

茨城県水戸市見川2－108-26アーバンテラス
一周館Ａ棟2階の201－2

○

0810114926

宮尾 佳子

水戸ホームクリニック

029-239-3350

3100064

茨城県水戸市栄町1-10-10レスカールマン
ション107・108

○

0810114934

医療法人 誠潤会

医療法人誠潤会水戸病院

02-353-7077

3100055 茨城県水戸市袴塚3-2787-9

○

0810212175

医療法人 修礼会

おあしす内科リウマチ科クリニック

0294-33-8255

3160015 茨城県日立市金沢町3-17-15

○

0810511014

医療法人 幕内会

山王台病院付属第一クリニック

0299-27-0860

3150037 茨城県石岡市東石岡5-1-29

○

茨城県つくば市稲岡66-1イオンモールつくば
内

茨城県つくば市竹園2-7-8グランシャリオ竹
園102

茨城県水戸市三の丸1-4-73水戸三井ビル
ディング1階

茨城県ひたちなか市新光町35ニューポートひ
たちなかﾌｧｯｼｮﾝｸﾙｰｽﾞ1階

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目681街
区4区画地

茨城県つくば市千現1-23-18ウイングパーク
千現102

○
○
○

○

○

○

○
○

0810511022

医療法人 幕内会

山王台病院付属第二クリニック

0299-27-0870

3150037 茨城県石岡市東石岡5-1-29

○

0812210565

医療法人社団葉山産婦人科

葉山産婦人科

0299-83-1515

3140031 茨城県鹿嶋市宮中1995-25

○

0812910487

医療法人雄仁会

五郎台ファミリークリニック

0299-92-6661

3140142 茨城県神栖市深芝南2-11-12

○

0830133815

飯森 典子

みずき歯科医院

029-252-4158

3114153 茨城県水戸市河和田町1152-3

○

0831030473

医療法人社団 正歯会

すまいる歯科クリニック

0296-54-4470

3040028 茨城県下妻市下木戸72-3

○

0831630579

医療法人 TOMOBE

友部歯科診療所

0296-77-8841

3091704 茨城県笠間市美原2-8-27

○

0832530240

箕輪 達也

みのわ歯科

0295-55-8718

3192255 茨城県常陸大宮市野中町3275-21

○

0832630321

小豆畑 拓夫

小豆畑歯科

029-219-8035

3110105 茨城県那珂市菅谷千本杉605-32

○

0812510345

医療法人エヌ・ティークリニック

エヌ・ティークリニック

0295-55-8865

3192265 茨城県常陸大宮市中富町3104-14

○

0831731211

森 陽一

森歯科医院

0297-72-2733

3020005 茨城県取手市東6-76-16-1階

○

0810114942

医療法人MIRYU

脳神経外科山田醫院

029-297-3101

3100902 茨城県水戸市渡里町2689-1

○

0810212183

嶋﨑 陽一

日立厚生医院

0294-34-1241

3160036 茨城県日立市鮎川町5-9-9

○

0810312280

額賀 早智子

額賀医院

029-821-5748

3000813 茨城県土浦市富士崎1-7-25

○

0810411595

医療法人社団裕康会

こだま皮膚科

0280-30-1113

3060003 茨城県古河市緑町54-33

○

0810811018

芳賀 貴章

ひかりの森内科クリニック

0297-85-5601

3010021 茨城県龍ケ崎市北方町2084-1

○

0811810431

安達 是昭

安達医院

0297-38-2811

3060624 茨城県坂東市矢作72

○

0812012961

医療法人しんあい会

稲岡眼科

029-896-6216

3050071

0812012979

医療法人 竹園ファミリークリニック

医療法人 竹園ファミリークリニック

029-851-4635

3050032 茨城県つくば市竹園2-8-19

○

0812012987

清宮 民彦

清宮眼科

029-886-4930

3050034 茨城県つくば市小野崎400-1

○

0814410601

社会福祉法人 河内厚生会

もえぎ野台よつば診療所

0297-85-5581

3001606 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台1-1-8

○

0810611566

大森 斉

おおもり幸町クリニック

0296-28-1120

3080847 茨城県筑西市玉戸1270-95

○

0812410702

海老原 一欽

海老原耳鼻咽喉科医院

0297-48-8831

3020104 茨城県守谷市久保ケ丘2-17-2

○

0832032122

須藤 玲美

すとう歯科医院

029-861-7750

3050044 茨城県つくば市並木4-16-3

○

0832830210

二藤 浩一

にとう歯科医院

029-898-3718

3000134 茨城県かすみがうら市深谷2813-4

○

0837430222

医療法人社団 ふたば歯科

医療法人社団 ふたば歯科

0299-26-4618

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ2463-15

○

0810114959

医療法人社団 ひまわり会

医療法人社団 ひまわり会 あかつか慶友メ
ディカルクリニック

029-257-2205

3114153 茨城県水戸市河和田町4777－1

○

0810611574

長倉 成憲

長倉内科・外科クリニック

0296-54-5551

3080847 茨城県筑西市玉戸1270－207

○

0812910495

医療法人社団神幸会

ひかりクリニック

0479-48-5681

3140341 茨城県神栖市矢田部7801-31

○

0817210180

医療法人 昴仁会

ハタミクリニック

0291-33-3158

3111517 茨城県鉾田市鉾田1347-1

○

0830431268

仙波 満江

関口歯科医院

0280-32-0523

3060013 茨城県古河市東本町1-10-4

○

0811911023

足立 秀喜

あだち内科クリニック

029-893-2777

3001217 茨城県牛久市さくら台3－61－15

○

0811911031

久保山 修

つくばハートクリニック

029-875-3362

3001221 茨城県牛久市牛久町3290-1

○

0812013001

秋根 泰之

あすなろクリニック

029-828-5839

3002651 茨城県つくば市鬼ケ窪1047-22

○

0812013019

医療法人社団 博陽会

サトウ眼科

029-886-9897

3050817

0812610434

會澤 彰

あいざわ循環器内科クリニック

029-229-1230

3110110 茨城県那珂市竹ノ内2-14-31

○

0813111184

田口 佳代子

ひぬま皮フ科

029-353-8899

3113124 茨城県東茨城郡茨城町中石崎2662-4

○

0830431276

今村 悦子

古賀駅前歯科医院

0280-30-1520

3060023 茨城県古河市本町1－2－1アプリ古河2Ｆ

○

0873101679

医療法人 緑生会

桜の郷 祐寿苑 訪問リハビリステーション

029-219-0321

3113117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-6

○

0810212191

医療法人社団 耕潤会

医療法人社団耕潤会 在宅クリニックハートフ
ル日立

0294-33-8630

3170072 茨城県日立市弁天町1-1-21皆川ビル1階

○

0811510346

医療法人誠之会

医療法人誠之会 廣橋クリニック

0293-46-5111

3191702 茨城県北茨城市大津町2519

○

0811711340

医療法人社団 聖和会

聖和会取手クリニック

0297-77-1199

3020014 茨城県取手市中央町2-25取手iセンター301

○

茨城県つくば市稲岡66-1イオンモールつくば
1階

茨城県つくば市研究学園5-19イーアスつくば
メディカルコート

○

○

茨城県取手市中央町2-25取手iセンター3階
302

0811711357

医療法人健栄会

医療法人健栄会 取手メンタルクリニック

0297-85-3741

3020014

0812013027

医療法人成島クリニック

医療法人 成島クリニック

029-839-2170

3050067 茨城県つくば市館野363

○

0830133823

医療法人社団桜実会

医療法人社団桜実会 よし歯科クリニック

029-353-8844

3100912 茨城県水戸市見川3-122-1

○

0831731229

医療法人社団 優勢会

医療法人社団 優勢会 One’ｓ歯科クリニック

0297-85-3718

3020014 茨城県取手市中央町2-25取手iセンター303

○

0832131106

長井 敦

ひたちなかアンデンタルクリニック

029-275-8241

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡2974-2

○

0810114975

医療法人Epsylon

水戸メンタル駅前分院

029-303-1155

3100015 茨城県水戸市宮町1-3-38中村ビル７F

○

0810114983

医療法人三愛会

三愛クリニック

019-259-1717

3190325 茨城県水戸市小林町1186-60

○

0810114991

野寺 博志

野寺内科医院

029-251-3906

3100905 茨城県水戸市石川4-4033-7

○

0810115006

社会福祉法人 愛正会

愛正会記念 茨城福祉医療センター

029-353-7171

3100836 茨城県水戸市元吉田町1872

○

0810212209

医療法人とじま耳鼻咽喉科クリニック

とじま耳鼻咽喉科クリニック

0294-27-3387

3170073

0810312298

大久保 信治

おおくぼ脳脊椎クリニック

029-832-8732

3000061 茨城県土浦市並木5-4079-1

○

0810611608

医療法人三和会

しもだて中央クリニック

0296-22-6868

3080825 茨城県下館市下中山1192-1

○

0810611616

医療法人 慈聖会

平間産婦人科医院

0296-22-3741

3080021 茨城県筑西市甲95-5

○

0811210392

医療法人 大修会

大山病院

0294-72-6161

3130016 茨城県常陸太田市金井町4810

○

0811711365

椎貝 達夫

椎貝クリニック

0297-84-6751

3020014 茨城県取手市中央町2-25取手iセンター3階

○

0811711373

松本 雄二郎

松本眼科

0297-74-5224

3020014

0812013035

医療法人歩隆会

つくば橋本眼科

029-857-8840

3050021 茨城県つくば市古来530-4

0812013043

鈴木 直光

筑波こどものこころクリニック

029-893-3556

3050821

0812111565

医療法人社団 至仁会

医療法人社団 至仁会 山口内科クリニック

029-276-0700

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3379-13

○

0812410710

医療法人社団桐雙会

かねこ整形外科クリニック

0297-34-0115

3020118 茨城県守谷市立沢982-1

○

0812910529

医療法人虹の会

にへいなかよしクリニック

0299-77-8181

3140146 茨城県神栖市平泉1-74

○

0813311131

医療法人久慈こどもクリニック

医療法人 久慈こどもクリニック

029-219-7303

3191116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西2-8-6

○

0814410619

李 景子

早尾台医院

0297-68-8911

3001631 茨城県北相馬郡利根町早尾200-32

○

0830133849

医療法人社団有盛会水戸インプラントクリニックお
水戸インプラントクリニックおおとも歯科
おとも歯科

029-257-2222

3100912 茨城県水戸市見川5-138-59

○

0830231882

加藤 真人

パール歯科クリニック

0294-43-0118

3191411 茨城県日立市川尻町6-44-11

○

0831731237

上原 実

取手歯科クリニック

0297-74-4482

3020024 茨城県取手市新町3-1-21取手新町ビル2階

○

0832032130

医療法人 文目会

Leo歯科クリニック

029-886-8100

3050822 茨城県つくば市苅間418-1

○

0832930507

医療法人 繁実会

荒野歯科医院

0479-44-5128

3140408 茨城県神栖市波崎6980-1

○

0870105053

社会福祉法人 北養会

訪問リハビリテーションはなみずき

029-303-3501

3100035 茨城県水戸市東原3-2-8

○

0810115014

医療法人 弘寿会

医療法人 弘寿会 石島整形外科医院

029-221-4821

3100004 茨城県水戸市青柳町505

○

0810312306

医療法人社団秀成会

あおき内科クリニック

029-825-8181

3000026 茨城県土浦市木田余1646-3

○

0810312314

菊地 正臣

菊地内科医院

029-821-3770

3000812 茨城県土浦市下高津1-19-37

○

0811911049

医療法人社団 ひたちの整形外科

医療法人社団 ひたちの整形外科

029-878-1200

3001207 茨城県牛久市ひたち野東3-2-1

○

0812013050

増田 和也

串田医院

029-847-2355

3002645 茨城県つくば市上郷2783-1

○

0812310274

医療法人社団ゆびきたす

ユビキタスクリニックＨＩＮＯＤＥ

0299-94-8008

3112423 茨城県潮来市日の出4-1-14

○

0830830188

富田 晴美

兼子歯科

0297-64-2517

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3989－1

○

0831630587

菊池 正浩

ふくはら歯科クリニック

0296-73-6479

3091634 茨城県笠間市福原3080-4

○

0831731245

田所 英之

たどころ歯科クリニック

0297-73-3822

3020006 茨城県取手市青柳366-11

○

0832032148

須藤 堅悦

つくばすとう歯科医院

029-854-8020

3050818 茨城県つくば市学園南Ｅ105街区1画地

○

0832032155

上野 聡

うえの矯正歯科

029-855-7500

3050024 茨城県つくば市倉掛805-7

○

0810115022

医療法人 Epsylon

水戸メンタルクリニック

029-303-1155

3100022 茨城県水戸市梅香1-2-50

○

茨城県日立市幸町1-7-7ニュークリニックス
日立4階

茨城県取手市中央町2-25取手iセンタービル
2階

茨城県つくば市春日3-1-1つくばクリニックセ
ンタービル4F

○

○

○
○
○

0810212217

宮井 尚宏

ひたちの眼科

0294-33-7439

3160013 茨城県日立市千石町2-6-6

○

0810212225

國方 俊雄

くにかた眼科

0294-33-9301

3160015 茨城県日立市金沢町3-19-13

○

0810212233

公益財団法人 日立メディカルセンター

公益財団法人日立メディカルセンター診療所

0294-33-5911

3170073 茨城県日立市幸町1-17-1

○

0814310850

中村 修

中村医院

0280-86-5201

3060417 茨城県猿島郡境町若林2256

○

0831630595

堀田 克幸

東平歯科クリニック

0296-78-4182

3091705 茨城県笠間市東平3-1-12

○

0831731252

坂寄 正美

フォーラム矯正歯科

0297-72-0028

3020004 茨城県取手市取手3-4-8海方ビル3F

○

0837130293

医療法人社団 健翔会

やなぎだ歯科

0296-76-3700

3091221 茨城県桜川市西飯岡539-4

○

0810212241

日立市長 吉成 明

日立市休日緊急診療所

0294-33-5353

3170073 茨城県日立市幸町1-17-1

○

0813811213

市村 卓生

市川ファミリークリニック

029-843-3301

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-2-1

○

0830132163

関山 洋

関山歯科医院

029-226-3166

3100902 茨城県水戸市渡里町2722-1

○

0810115030

医療法人社団 成美会

医療法人社団成美会 トモスみとクリニック

029-303-5552

3100031

茨城県水戸市大工町1-2-3トモスみとビル2
階

○

0812013068

医療法人 竹園眼科

竹園眼科

029-851-5000

3050032

茨城県つくば市竹園3-18-3竹園ショッピング
センターF棟3階

○

0830332169

馬込 義秀

東口歯科医院

029-824-2218

3000034 茨城県土浦市港町1-7-1東管ビル3Ｆ

○

0831830526

藤井 麻央

ＭＡＯデンタルクリニック

0297-44-3375

3060515 茨城県坂東市沓掛1602-1

○

0832032163

大栗 重彦

くりの木歯科医院

029-875-3438

3050816 茨城県つくば市学園の森2-34-4

○

0832430599

川村 全

川村矯正歯科

0297-21-5777

3020115 茨城県守谷市中央3-10-14

○

0833131295

島野 龍太

さくらみね歯科医院

029-239-5882

3113157 茨城県東茨城郡茨城町小幡2731-83

○

0810110494

高木 俊男

高木整形外科医院

029-251-8038

3114143 茨城県水戸市大塚町1504-1

○

0810110528

-

久野産婦人科医院

029-241-8188

3100852 茨城県水戸市笠原町1372-6

○

0810110593

医療法人社団 青潤会

青柳病院

029-231-2341

3100817 茨城県水戸市柳町2-10-11

○

0810110601

-

住谷内科医院

029-241-5600

3100851 茨城県水戸市千波町2770-21

○

0810110635

-

水戸共立診療所

029-241-8050

3100853 茨城県水戸市平須町1819-34

○

0810110650

-

土沢整形外科医院

029-247-0558

3100841 茨城県水戸市酒門町494-1

○

0810110759

茨城保健生活協同組合

茨城保健生活協同組合 城南病院

029-221-3829

3100803 茨城県水戸市城南3-15-17

○

0810110775

-

田中内科医院

029-243-3539

3100851 茨城県水戸市千波町2267-2

○

0810110783

-

亀田内科医院

029-227-2353

3100061 茨城県水戸市北見町8-2

○

0810110809

-

石田外科医院

029-221-6064

3100035 茨城県水戸市東原2-7-39

○

0810110825

-

みと南ケ丘病院

029-248-0373

3100836 茨城県水戸市元吉田町1057-1

○

0810110833

-

皆川胃腸科外科医院

029-243-5521

3100852 茨城県水戸市笠原町995-102

○

0810110874

-

上甲医院

029-221-5752

3100815 茨城県水戸市本町3-1-8

○

0810110916

-

相川内科病院

029-243-2311

3100851 茨城県水戸市千波町212

○

0810110940

医療法人社団 民衆会

林整形外科医院

029-225-5255

3100813 茨城県水戸市浜田町2-11-11

○

0810111039

-

鈴木耳鼻咽喉科医院

029-225-9053

3100911 茨城県水戸市見和1-331-5

○

0810111062

医療法人

磯崎皮膚科クリニック

029-243-3858

3100913 茨城県水戸市見川町2563-768

○

0810111146

-

石井外科内科医院

029-243-0121

3100851 茨城県水戸市千波町1386-3

○

0810111179

-

高橋内科医院

029-221-7734

3100055 茨城県水戸市袴塚3-3-48

○

0810111237

医療法人社団 協栄会

大久保病院

029-254-4555

3100905 茨城県水戸市石川4-4040-32

○

0810111278

医療法人 弘仁会

志村病院

029-221-2181

3100026 茨城県水戸市泉町1-7-38

○

0810111534

-

小口内科医院

029-221-2380

3100021 茨城県水戸市南町3-5-29

○

0810111583

-

緑ヶ丘医院

029-241-1737

3100851 茨城県水戸市千波町1857

○

0810111823

-

山本産婦人科医院

029-252-1276

3100911 茨城県水戸市見和1-299-6

○

0810111914

-

黒羽内科医院

029-252-7158

3100046 茨城県水戸市曙町10-30

○

0810112045

-

丹野病院

029-226-6555

3100841 茨城県水戸市酒門町字仲田4887

○

0810112086

-

大塚小児科医院

029-227-5005

3100912 茨城県水戸市見川1-13-2

○

0810112151

-

関口内科クリニック

029-227-1996

3100815 茨城県水戸市本町3-20-8 壱番館ビル2022

○

0810112250

-

神保内科小児科医院

029-225-1631

3100903 茨城県水戸市堀町954-6

○

0810112292

-

飯田内科医院

029-231-1357

3100815 茨城県水戸市本町2-10-10

○

0810112425

-

たかやす内科医院

029-241-1221

3100853 茨城県水戸市平須町1814-181

○

0810112466

-

内藤クリニック

029-225-9040

3108512 茨城県水戸市文京2-2-34

○

0810112490

-

井上医院

029-251-6581

3100044 茨城県水戸市西原2-17-32

○

0810112524

医療法人 小関外科胃腸科医院

小関外科胃腸科医院

029-241-2662

3100851 茨城県水戸市千波町347-1

○

0810112565

-

浅川医院

029-221-7873

3100035 茨城県水戸市東原2-8-25

○

0810112573

-

手島内科医院

029-247-2761

3100836 茨城県水戸市元吉田町1683

○

0810112615

-

岡崎整形外科医院

029-231-4032

3100902 茨城県水戸市渡里町3255

○

0810112664

-

台町クリニック

029-246-1515

3100835 茨城県水戸市元台町1513

○

0810112714

-

河和田皮膚科クリニック

029-253-6911

3114153 茨城県水戸市河和田町820-3

○

0810112771

-

大橋病院

029-240-3300

3100913 茨城県水戸市見川町2131-1560

○

0810112805

-

原外科医院

029-221-3080

3100818 茨城県水戸市東台1-12-13

○

0810112896

-

けやき整形外科

029-240-1655

3100841 茨城県水戸市酒門町1574-4

○

0810112920

-

丸山小児科・皮フ科

029-21-2336

3100021 茨城県水戸市南町2-3-31

○

0810112953

-

笠原中央クリニック

029-244-6011

3100852 茨城県水戸市笠原町565-7

○

0810112987

-

ときわクリニック

029-232-3177

3100055 茨城県水戸市袴塚1-1-24

○

0810112995

-

河内クリニック

029-222-3000

3100066 茨城県水戸市金町3-1-17

○

0810113027

-

さいとう内科

029-248-7457

3100846 茨城県水戸市東野町491-12

○

0810113035

医療法人 秀栄会

山田病院

029-221-2515

3100011 茨城県水戸市三の丸1-3-29

○

0810113076

医療法人社団 大清会

平須クリニック

029-305-1414

3100853 茨城県水戸市平須町字向井原１４３１

○

0810113100

-

東前病院

029-240-5101

3111132 茨城県水戸市東前町2-28

○

0810113126

-

内科 石川医院

029-221-3971

3100034 茨城県水戸市緑町1-8-21

○

0810113134

-

葉梨外科内科

029-247-2232

3100836 茨城県水戸市元吉田町376-8

○

0810113159

医療法人 生仁会 土沢整形外科

土沢整形外科

029-247-0558

3100841 茨城県水戸市酒門町494-1

○

0810113175

医療法人 田中内科医院

医療法人 田中内科医院

029-243-3539

3100851 茨城県水戸市千波町2267-2

○

0810113266

医療法人 かさの小児クリニック

かさの小児クリニック

029-222-3322

3100055 茨城県水戸市袴塚3-1-15

○

0810113274

医療法人 岩崎病院

岩崎病院

029-241-8700

3100852 茨城県水戸市笠原町1664-2

○

0810113290

宮川 隆敏

宮川内科クリニック

029-302-5220

3100026 茨城県水戸市泉町2-3-2

○

0810113316

医療法人社団 光会

東水戸医院

029-247-7411

3100841 茨城県水戸市酒門町745

○

0810113324

医療法人永和会

みなみ赤塚クリニック

029-257-6060

3114153 茨城県水戸市河和田町4940

○

0810113332

医療法人社団 草野眼科医院

医療法人社団 草野眼科医院

029-221-4202

3100015 茨城県水戸市宮町1-3-38 中村ビル6F

○

0810113340

医療法人 三仁会

秋山クリニック

029-252-3233

3114146 茨城県水戸市中丸町609-1

○

0810113381

五味渕太平

五味渕内科医院

029-309-5677

3100903 茨城県水戸市堀町字新田１１３３－５２

○

0810113399

国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合連合会水府病院

029-309-5000

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1

○

0810113407

医療法人長福会

ふくもと内科クリニック

029-246-0105

3100841 茨城県水戸市酒門町1495-2

○

0810113415

医療法人 福田小児科

福田小児科

029-248-2622

3100841 茨城県水戸市酒門町3155-4

○

0810113431

上野 卓也

上野医院歯科内科

029-253-1351

3114146 茨城県水戸市中丸町267

○

0810113449

菊地 清樹

健康文化会 菊地医院

029-251-9311

3114141 茨城県水戸市赤塚1-386-12

○

0810113456

神長 憲弘

神長クリニック

029-305-9555

3100852 茨城県水戸市笠原町101-1

○

0810113514

医療法人 楽志会

神長クリニック

029-305-9555

3100852 茨城県水戸市笠原町101-1

○

0810113522

医療法人社団 筑水会

関口内科クリニック

029-227-1996

3100815

0810113530

医療法人 小沢眼科内科病院

医療法人 小沢眼科内科病院

029-246-2111

3100845 茨城県水戸市吉沢町246-6

○

0810113548

秋山 正博

秋山整形外科医院

029-300-7272

3100802 茨城県水戸市柵町3-2-57

○

0810113571

高嶋 一

高嶋医院

029-251-2700

3100912 茨城県水戸市見川5-139-4

○

0810113589

医療法人小沢眼科内科病院

医療法人小沢眼科内科病院附属五軒町診療
所

029-224-5722

3100063 茨城県水戸市五軒町2-2-11

○

0810113621

医療法人社団 俊徳会

岡崎整形外科医院

029-231-4032

3100902 茨城県水戸市渡里町3255

○

0810113639

医療法人 鳳香会

東前病院

029-240-5101

3111132 茨城県水戸市東前町2-28

○

0810113654

蔵野 康造

くらのクリニック

029-257-6111

3100903 茨城県水戸市堀町916-10

○

0810113662

医療法人 鈴舎会

打越内科クリニック

029-221-2000

3100004 茨城県水戸市青柳町4064-2

○

0810113670

宍戸 大

水戸中央脳外科

029-243-8101

3100851 茨城県水戸市千波町254-1

○

0810113696

医療法人 誠順会 細田外科内科

医療法人誠順会細田外科内科

029-221-0066

3100804 茨城県水戸市白梅2-4-7

○

0810113704

医療法人社団 成育会

医療法人社団成育会 平野こどもクリニック

029-253-3306

3114146 茨城県水戸市中丸町333-1

○

0810113712

医療法人 水戸会

金成整形外科

029-253-0631

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1991-28

○

0810113720

医療法人社団 髙安内科循環器科クリニック

髙安内科循環器科クリニック

029-257-8110

3114153 茨城県水戸市河和田町4405-12

○

0810113738

医療法人社団 瑞鳳会

西宮医院

029-224-5555

3100036 茨城県水戸市新荘2-9-9

○

0810113761

小野 久之

小野クリニック

029-240-0810

3100836 茨城県水戸市元吉田町2576-6

○

0810113779

医療法人 藤原内科医院

藤原内科医院

029-244-3111

3100912 茨城県水戸市見川2131-1475

○

0810113803

医療法人社団 博洋会

金敷内科医院

029-305-7211

3100853 茨城県水戸市平須町1-27

○

0810113811

佐々木 明

佐々木クリニック

029-252-0551

3114152

0810113837

医療法人 山口クリニック

医療法人 山口クリニック

029-257-2311

3114152 茨城県水戸市河和田2-14-5

○

0810113860

医療法人 浜野こどもクリニック

浜野こどもクリニック

029-304-2300

3100842 茨城県水戸市けやき台3-48-2

○

0810113878

小野 多知夫

県庁前耳鼻咽喉科クリニック

029-305-3387

3100852 茨城県水戸市笠原町1602-3

○

0810113886

阿部 精二郎

阿部内科医院

029-241-8340

3100852 茨城県水戸市笠原町1967-1

○

0810113894

医療法人社団 俊徳会

アクアクリニックおかざき

029-300-2585

3100903 茨城県水戸市堀町520-10

○

0810113928

古川 和男

古川胃腸肛門科クリニック

029-247-2228

3100836 茨城県水戸市元吉田町229-7

○

0810113936

医療法人 青藍会

大場内科クリニック

029-304-0111

3100841 茨城県水戸市酒門町275-3

○

0810113944

内田 郁

内田耳鼻咽喉科医院

029-231-1614

3100036 茨城県水戸市新荘1-3-15

○

0810113951

茨城保健生活協同組合

城南病院附属クリニック

029-226-3022

3100803 茨城県水戸市城南3-15-8

○

0810113969

金子医院

金子医院

029-304-0288

3111134 茨城県水戸市百合が丘町8-5

○

0810113985

大久保内科小児科医院

大久保内科小児科医院

029-221-4771

3100042 茨城県水戸市自由が丘3-59

○

0810113993

医療法人花澤耳鼻咽喉科

医療法人花澤耳鼻咽喉科

029-254-8730

3114153 茨城県水戸市河和田町2894-8

○

0810114009

岩間 誠

岩間東華堂クリニック

029-300-7110

3100026 茨城県水戸市泉町3-1-30

○

0810114033

-

原田医院

029-259-2045

3190315 茨城県水戸市内原町844-1

○

0810114041

-

たち医院

029-259-7331

3190315 茨城県水戸市内原町47-1

○

0810114074

医療法人社団 幸友会

秋山整形外科医院

029-300-7272

3100802 茨城県水戸市柵町3-2-57

○

0810114082

医療法人 水戸吉沢小児科クリニック

医療法人水戸吉沢小児科クリニック

029-240-1750

3100845 茨城県水戸市吉沢町283-1

○

茨城県水戸市本町3-20-8 本町壱番館ビル
2-202

茨城県水戸市河和田1-1828-10 グランスク
エア赤塚101

○

○

0810114090

医療法人 くらのクリニック

医療法人くらのクリニック

029-257-6111

3100903 茨城県水戸市堀町916-10

○

0810114108

医療法人 誠順会

医療法人誠順会クリニック健康の杜

029-305-6655

3100851 茨城県水戸市千波町1250

○

0810114116

医療法人 あいん会

あいん常澄医院

029-240-5000

3111131 茨城県水戸市下大野町5360番地

○

0810114132

城 一也

城こどもクリニック

029-309-5066

3114141

0810114140

医療法人 ふたば内科クリニック

ふたば内科クリニック

029-257-1728

3114145 茨城県水戸市双葉台4-17-5

○

0810114165

松本 尚志

松本クリニック

029-309-6655

3114143 茨城県水戸市大塚町1879-6

○

0810114181

松前 孝幸

中央ますいクリニック

029-302-5225

3100063 茨城県水戸市五軒町2-4-22

○

0810114199

佐藤 力

佐藤クリニック

029-244-1970

3100853 茨城県水戸市平須町2-77

○

0810114223

-

たむら小児科クリニック

029-240-0502

3111134 茨城県水戸市百合が丘町8-8

○

0810114231

-

医療法人社団正定会廣瀬クリニック

029-244-1212

3100913 茨城県水戸市見川町2352-3

○

0810114249

医療法人財団 古宿会

医療法人財団古宿会 水戸中央病院

029-309-8600

3111135 茨城県水戸市六反田町1136-1

○

0810114256

医療法人 善光会

医療法人善光会小吹内科

029-243-8880

3100914 茨城県水戸市小吹町2284-7

○

0810114264

医療法人社団 正信会

水戸駅前クリニック

029-222-0208

3100801 茨城県水戸市桜川2-1-1

○

0810114272

安達 忠治

安達耳鼻咽喉科医院

029-241-2022

3100851 茨城県水戸市千波町233-3

○

0810114298

医療法人社団 博心厚生会

医療法人社団博心厚生会九段クリニック水戸

029-240-0571

3100841 茨城県水戸市酒門町955-1

○

0810114306

医療法人 もり眼科

医療法人 もり眼科

029-251-4113

3114153 茨城県水戸市河和田町長谷原4405-117

○

0810114314

医療法人 仲本内科クリニック

仲本内科クリニック

029-300-2022

3100826 茨城県水戸市渋井町248-2

○

0810114322

医療法人 福井会

福井内科クリニック

029-257-2010

3114152 茨城県水戸市河和田2-8-1

○

0810114330

飯竹 一広

いいたけ内科クリニック

029-350-1155

3100913 茨城県水戸市見川町2131-1976

○

0810114363

医療法人 省和会

長田医院

029-259-5711

3190312 茨城県水戸市大足町980

○

0810114371

医療法人社団 千甫会

医療法人社団 千甫会 高橋外科医院

029-247-7222

3100836 茨城県水戸市元吉田町1988-2

○

0810114405

医療法人社団 草野眼科医院

医療法人社団草野眼科医院内原診療所

029-259-0808

3190394 茨城県水戸市中原町135

○

0810114413

塚田 孝子

つかだ眼科医院

029-233-7310

3100015 茨城県水戸市宮町2-1-8

○

0810114421

医療法人 兼友会

兼子内科クリニック

029-222-5511

3100041 茨城県水戸市上水戸1-7-25

○

0810114454

飯田 幸弘

飯田内科クリニック

029-251-3651

3100045 茨城県水戸市新原1-19-43

○

0810114462

医療法人社団 おひさまこどもクリニック

おひさまこどもクリニック

029-309-0132

3114153 茨城県水戸市河和田町2894-63

○

0810114470

医療法人社団 神代会

神代内科医院

029-241-0148

3100853 茨城県水戸市平須町1820-80

○

0810210054

株式会社 日立製作所

多賀総合病院

0294-33-0035

3160035 茨城県日立市国分町2-1-2

○

0810210153

医療法人 仁愛会

医療法人仁愛会 茅根病院

0294-52-4455

3191221 茨城県日立市大みか町2-22-30

○

0810210161

医療法人 群羊会

久慈茅根病院

0294-52-2119

3191222 茨城県日立市久慈町4-16-10

○

0810210187

医療法人 一誠会

川崎胃腸科肛門科病院

0294-36-1800

3160002 茨城県日立市桜川町3-3-19

○

0810210203

-

柴原皮膚科

0294-24-2611

3170065 茨城県日立市助川町1-7-9

○

0810210278

医療法人社団 惇慈会

日立港病院

0294-52-3576

3191222 茨城県日立市久慈町3-4-22

○

0810210369

-

小泉胃腸科・外科医院

0294-22-5960

3170063 茨城県日立市若葉町1-9-1

○

0810210377

医療法人 愛正会

田尻ヶ丘病院

0294-43-2323

3191416 茨城県日立市田尻町3-24-1

○

0810210427

-

鈴木医院

0294-21-0531

3170055 茨城県日立市宮田町3-5-18

○

0810210443

-

高山整形外科医院

0294-24-5005

3170053 茨城県日立市滑川町2-3-29

○

0810210450

-

森川医院

0294-36-1711

3160015 茨城県日立市金沢町1-6-8

○

0810210484

-

日立北クリニック

0294-43-6555

3191411 茨城県日立市川尻町5-29-15

○

0810210492

-

平和台しのはらクリニック

0294-34-6800

3160001 茨城県日立市諏訪町3-8-6

○

0810210765

-

樋口産婦人科医院

0294-22-1633

3160033 茨城県日立市中成沢町3-10-14

○

茨城県水戸市赤塚1-16 エスコート赤塚ウエ
スト棟A-102

○

0810211011

-

中里診療所

0294-35-2311

3110404 茨城県日立市下深荻町2078

○

0810211052

-

鹿島クリニック

0294-38-2455

3170071 茨城県日立市鹿島町1-11-7

○

0810211128

-

佐藤内科胃腸科医院

0294-36-0320

3160013 茨城県日立市千石町3-10-7

○

0810211151

-

小川医院

0294-21-0963

3170075 茨城県日立市相賀町5-1

○

0810211201

医療法人 温仁会

井上医院

0294-33-1253

3160003 茨城県日立市多賀町2-17-7

○

0810211219

医療法人社団

南高野医院

0294-52-2660

3191224 茨城県日立市南高野町3-16-2

○

0810211326

-

日立さくらクリニック

0294-43-2000

3191416 茨城県日立市田尻町4-49-15

○

0810211359

-

松本医院

0294-70-8181

3110403 茨城県日立市東河内町66

○

0810211375

-

大森内科医院

0294-54-1361

3191221 茨城県日立市大みか町2-5-16

○

0810211383

-

いばらき診療所ひたち

0294-54-3311

3191222 茨城県日立市久慈町2-6-37

○

0810211391

医療法人佐々木胃腸科外科

佐々木胃腸科外科

0294-43-0333

3191412 茨城県日立市折笠町564-2

○

0810211425

医療法人永慈会

永井ひたちの森病院

0294-44-8800

3191413 茨城県日立市小木津町966

○

0810211458

村田充輝

村田眼科医院

0294-24-5163

3170073 茨城県日立市幸町2-14-5

○

0810211474

福地 淳

福地耳鼻咽喉科医院

0294-21-1962

3170063 茨城県日立市若葉町1-18-17

○

0810211482

医療法人 平和台しのはらクリニック

平和台しのはらクリニック

0294-34-6800

3160001 茨城県日立市諏訪町3-8-6

○

0810211508

かもしたクリニック

かもしたクリニック

0294-28-6100

3160033

0810211516

佐藤 美智子

佐藤医院

0294-21-2330

3170064 茨城県日立市神峰町1-10-20

○

0810211524

寺岡 亨

寺岡整形外科クリニック

0294-28-7766

3160015 茨城県日立市金沢町3-19-3

○

0810211532

医療法人 かもめクリニック

かもめ・日立クリニック

0294-25-1531

3170052 茨城県日立市東滑川町1-3186

○

0810211540

医療法人 立花クリニック

立花クリニック

0294-23-0605

3170073

0810211557

栗山 栄

栗山整形外科

0294-42-8100

3191414 茨城県日立市日高町3-8-3

○

0810211581

大山 眞

大山医院

0294-37-2215

3160033 茨城県日立市中成沢町2-21-7

○

0810211607

早乙女 俊一

さおとめ眼科

0294-22-7999

3170054 茨城県日立市本宮町2-7-28

○

0810211615

わだクリニック

わだクリニック

0294-28-6015

3160014 茨城県日立市東金沢町5-16-18

○

0810211623

なめき皮フ科クリニック

なめき皮フ科クリニック

0294-43-2222

3191416 茨城県日立市田尻町4-49-21

○

0810211631

おおたしろクリニック

おおたしろクリニック

0294-22-8800

3170062 茨城県日立市平和町1-17-15

○

0810211680

医療法人 祥仁会

十王ひがし野クリニック

0294-39-3232

3191301 茨城県日立市十王町伊師3456-71

○

0810211714

医療法人 葵翠会

寺岡整形外科クリニック

0294-28-7766

3160015 茨城県日立市金沢町3-19-3

○

0810211722

医療法人 あやほ会

福島クリニック

0294-39-6800

3191303 茨城県日立市十王町友部東2-5-5

○

0810211730

島田 裕

島田外科医院

0294-53-4888

3191221 茨城県日立市大みか町2-13-18

○

0810211755

千葉 一博

千葉クリニック

0294-25-6070

3160002 茨城県日立市桜川町2-18-1

○

0810211763

藤井 亜砂美

十王病院

0294-39-3266

3191304 茨城県日立市十王町友部1584-1

○

0810211771

医療法人 かもしたクリニック

かもしたクリニック

0294-28-6100

3160033

0810211789

萩谷 孝彦

みどりクリニック

0294-52-6521

3191222 茨城県日立市久慈町7-19-14

○

0810211821

山形 文子

やまがた内科医院

0294-44-8700

3191411 茨城県日立市川尻町1-35-7

○

0810211847

医療法人社団 はらクリニック 理事長 原 潔

はらクリニック

0294-28-5566

3160002 茨城県日立市桜川町2-25-1

○

0810211854

医療法人 福地レディースクリニック

福地レディースクリニック

0294-27-7521

3170071 茨城県日立市鹿島町2-17-4

○

0810211862

医療法人 根道ヶ丘クリニック

根道ヶ丘クリニック

0294-25-6661

3160022 茨城県日立市大沼町4-9-1

○

0810211870

医療法人社団 久慈川会

医療法人社団 久慈川会 西野医院

0294-27-1313

3191231 茨城県日立市留町1166

○

0810211888

医療法人社団 陽和会

あおば皮膚科クリニック

0294-35-0011

3160013 茨城県日立市千石町1-6-20

○

0810211896

医療法人 真寿会

医療法人 真寿会 西成田医院

0294-25-6520

3160032 茨城県日立市西成沢町2-2-1

○

茨城県日立市中成沢町4-17-22 メゾンボ
ヌール1F

茨城県日立市幸町1-7-7 ニュークリニックス
日立4F

茨城県日立市中成沢町4-17-22 メゾンボ
ヌール1F

○

○

○

0810211920

医療法人 永慈会

日立メディカルスパクリニック

0294-32-7700

3170052 茨城県日立市東滑川町5-12-1

○

0810310110

医療法人財団 縣南病院

医療法人財団 県南病院

0298-41-1148

3000841 茨城県土浦市中1087

○

0810310201

-

石川小児科医院

0298-21-0120

3000043 茨城県土浦市中央1-7-14

○

0810310235

-

荒川沖皮膚科

0298-41-2772

3001173 茨城県土浦市荒川沖798

○

0810310300

-

山中内科クリニック

0298-43-0870

3000843 茨城県土浦市中村南5-30-39

○

0810310334

医療法人社団成心会

高安クリニック

0298-22-8201

3000041 茨城県土浦市立田町1-22

○

0810310342

医療法人

松本内科医院

0298-43-1211

3000841 茨城県土浦市中村東1217-4

○

0810310359

-

烏山診療所

0298-43-0331

3000836 茨城県土浦市烏山2-530-386

○

0810310367

医療法人社団

桜井内科医院

0298-21-0356

3000043 茨城県土浦市中央2-16-21

○

0810310409

-

小林医院

0298-31-6688

3000011 茨城県土浦市神立中央3-10-1

○

0810310466

医療法人社団 平成会

久松耳鼻咽喉科医院

0298-21-0574

3000043 茨城県土浦市中央1-12-22

○

0810310532

-

友常医院

0298-23-4307

3000043 茨城県土浦市中央2-14-9

○

0810310540

-

小原内科医院

0298-21-1015

3000043 茨城県土浦市中央2-4-31

○

0810310565

-

久松医院

0298-21-0405

3000037 茨城県土浦市桜町1-13-5

○

0810310599

医療法人社団 青洲会

神立病院

0298-32-3399

3000011 茨城県土浦市神立中央5-4-20

○

0810310607

医療法人社団浩栄会

荒川沖診療所

0298-43-0859

3001173 茨城県土浦市荒川沖101

○

0810310664

-

つくばメンタルクリニック

0298-26-3883

3000034 茨城県土浦市港町ﾎｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ203

○

0810310896

-

橋本産婦人科医院

0298-22-5541

3000055 茨城県土浦市殿里字石倉576

○

0810311118

-

飯村医院

0298-21-0174

3000038 茨城県土浦市大町8-7

○

0810311167

-

柴田マタニティクリニック

0298-21-0154

3000037 茨城県土浦市桜町4-13-20

○

0810311225

-

石井内科クリニック

0298-51-9396

3000837 茨城県土浦市右籾2626-66

○

0810311241

-

佐賀医院

0298-21-0357

3000037 茨城県土浦市桜町4-4-19

○

0810311266

-

木戸医院

0298-41-1753

3000845 茨城県土浦市乙戸南3-8-12

○

0810311274

-

本橋眼科

0298-24-2627

3000033 茨城県土浦市川口2-3-15

○

0810311282

医療法人鶴翔会

鶴町医院

0298-21-2368

3000043 茨城県土浦市中央1-1-11

○

0810311316

-

常陽医院

0298-22-6594

3000042 茨城県土浦市城北町14-4

○

0810311332

-

岩本クリニック

0298-26-6360

3000811 茨城県土浦市上高津473

○

0810311357

医療法人社団 関城会

淀縄医院

0298-22-5615

3000038 茨城県土浦市大町11-34

○

0810311381

-

後藤外科胃腸科

0298-21-6895

3000061 茨城県土浦市並木1-2-43

○

0810311407

-

荒川沖クリニック

0298-41-7745

3001176 茨城県土浦市北荒川沖町荒川沖8-30

○

0810311472

-

きし整形外科・内科

0298-25-5200

3000036 茨城県土浦市大和町9-2 ウララ2-303

○

0810311522

-

土浦皮膚科医院

0298-24-2298

3000036 茨城県土浦市大和町9-2 ウララ-302

○

0810311597

-

田谷医院

0298-23-2636

3000047 茨城県土浦市生田町3-27

○

0810311605

医療法人社団徳心会

医療法人社団 徳心会 パークシティクリニック

0298-23-2100

3000817 茨城県土浦市永国浦市大字小岩田６５９－６

○

0810311613

-

つちうら東口クリニック

0298-25-7880

3000035 茨城県土浦市有明町2-31 関鉄土浦ビル4F

○

0810311639

-

土浦中央クリニック

0298-35-0200

3000042 茨城県土浦市城北町6-18

○

0810311654

-

伊野整形外科医院

0298-21-6028

3000051 茨城県土浦市真鍋6-1-32

○

0810311704

医療法人社団三輪会

医療法人社団三輪会 山手医院

029-835-3388

3000814 茨城県土浦市国分町7-6

○

0810311712

医療法人社団 桜雄会

塚田整形外科

0298-24-1111

3000037 茨城県土浦市桜町3-9-20

○

0810311720

医療法人 筑芳会

耳鼻咽喉科 よしだクリニック

0298-41-3387

3001173 茨城県土浦市荒川沖420-1

○

0810311746

医療法人 秀心会

きし整形外科・内科

0298-25-5200

3000036 茨城県土浦市大和町9-2 ウララ2 3Ｆ

○

0810311779

医療法人 慈厚会

野上病院

029-822-0145

3000031 茨城県土浦市東崎町6-8

○

0810311803

医療法人社団 筑波東病院

医療法人社団筑波東病院

029-843-2121

3000844 茨城県土浦市乙戸57-1

○

0810311837

ウララ胃腸科外科

ウララ胃腸科外科

029-825-4477

3000036 茨城県土浦市大和町9-2ウララ2-203

○

0810311845

鈴木 敏之

おおつ野こどもクリニック

029-828-2580

3000028 茨城県土浦市おおつ野8-2-18

○

0810311852

寺島 康

つくばメンタルクリニック

029-826-3883

3000034 茨城県土浦市港町1-7-15

○

0810311886

久松 建一

久松耳鼻咽喉科医院

029-821-6002

3000043 茨城県土浦市中央2-4-21

○

0810311894

医療法人 常陽守仁会

常陽医院

029-822-6594

3000042 茨城県土浦市城北町14-4

○

0810311928

東郷 孝男

東郷クリニック

029-843-7770

3000871 茨城県土浦市荒川沖東3-19-30

○

0810311944

医療法人 キリスト会 わたひきクリニック

わたひきクリニック

029-827-1005

3000037 茨城県土浦市桜町3-5-1-2

○

0810311951

-

耒栖医院

029-862-5188

3004115 茨城県土浦市藤沢1178-2

○

0810311977

医療法人 新治診療所

新治診療所

0298-62-4668

3004113 茨城県土浦市下坂田2013-1

○

0810311985

宮﨑 三弘

宮﨑クリニック

0298-30-6800

3004115 茨城県土浦市藤沢964-2

○

0810311993

塚田 良一

塚田眼科医院

029-821-0468

3000043 茨城県土浦市中央1-4-16

○

0810312009

-

ののやま眼科

029-827-0513

3000026 茨城県土浦市木田余1644-1

○

0810312041

辻 勝博

土浦港町クリニック

029-825-2200

3000034 茨城県土浦市港町3-30-23

○

0810312058

石川 和明

石川クリニック

029-821-2587

3000038 茨城県土浦市大町12-3

○

0810312066

医療法人社団 土浦産婦人科

土浦産婦人科

029-821-0068

3000043 茨城県土浦市中央1-14-22

○

0810312074

医療法人 誠療会

尾﨏眼科クリニック

029-825-2727

3000817 茨城県土浦市永国1111-2

○

0810312082

医療法人社団 優心

岡田整形外科クリニック

029-825-3377

3000026 茨城県土浦市木田余1646-1

○

0810312108

医療法人社団 明厚会

医療法人社団 明厚会 大石内科クリニック

029-835-0014

3000835 茨城県土浦市大岩田2472

○

0810312116

医療法人社団 尽誠会

医療法人社団 尽誠会 さくら内科クリニック

029-835-3233

3000037

0810312124

医療法人 鈴木胃腸科クリニック

医療法人 鈴木胃腸科クリニック

029-841-7711

3000875 茨城県土浦市中荒川沖町824-15

○

0810410415

-

梅田内科クリニック

0280-32-8342

3060012 茨城県古河市旭町1-13-5

○

0810410431

医療法人

武沢病院

0280-22-0122

3060022 茨城県古河市横山町3-1-27

○

0810410456

-

山中医院

0280-32-0288

3060011 茨城県古河市東1-7-11

○

0810410530

古河市

古河市福祉の森診療所

0280-48-6521

3060044 茨城県古河市新久田271-1

○

0810410613

-

前沢内科医院

0280-32-2386

3060011 茨城県古河市東2-13-22

○

0810410647

-

小林医院

0280-32-1210

3060023 茨城県古河市本町3-1-33

○

0810410662

医療法人社団 広伸会

古河クリニック

0280-30-3252

3060023 茨城県古河市本町1-1-15 VAL古河3F

○

0810410712

医療法人 大垣耳鼻咽喉科

大垣耳鼻咽喉科

0280-30-1218

3060004 茨城県古河市雷電町10-21

○

0810410720

矢澤 克之

けやきクリニック

0280-48-7181

3060056 茨城県古河市坂間409-1

○

0810410738

腰塚史朗

腰塚医院

0280-48-1606

3060041 茨城県古河市鴻巣599

○

0810410746

医療法人賢友会

医療法人賢友会 長島外科

0280-32-3011

3060023 茨城県古河市本町1-9-15

○

0810410787

佐賀 烈

佐賀整形外科医院

0280-22-7755

3060034 茨城県古河市長谷町20-7

○

0810410795

医療法人 西村外科

西村外科

0280-32-0879

3060023 茨城県古河市本町2-5-10

○

0810410811

医療法人 共助会

医療法人共助会おぐらメンタルクリニック

0280-22-5522

3060033 茨城県古河市中央町1-5-1

○

0810410829

医療法人 茨城愛心会

医療法人茨城愛心会 古河病院

0280-47-1010

3060041 茨城県古河市鴻巣字茶屋下1555

○

0810410852

社会福祉法人

芳香会病院青嵐荘療育園

0280-98-2782

3060201 茨城県古河市上大野698

○

0810410894

医療法人 仁寿会

総和中央病院

0280-92-8738

3060221 茨城県古河市駒羽根825-1

○

0810411017

-

渡部医院

0280-92-0017

3060212 茨城県古河市久能504-4

○

0810411033

-

高野クリニック

0280-31-2333

3060233 茨城県古河市西牛谷1015-7

○

茨城県土浦市桜町3-14-18さくらﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1
階101号室

○

0810411066

-

岡田クリニック

0280-91-1171

3060204 茨城県古河市下大野2854-1､2

○

0810411082

梅田 潤一郎

梅田医院

0280-91-2023

3060212 茨城県古河市久能1018-4

○

0810411108

医療法人社団 冥加会

かわまた眼科医院

0280-32-0881

3060234 茨城県古河市上辺見2063-8

○

0810411124

医療法人社団 隆周会

医療法人社団 隆周会安藤整形外科

0280-91-3900

3060221 茨城県古河市駒羽根324

○

0810411132

医療法人 総和山根皮膚科クリニック

総和山根皮膚科クリニック

0280-91-3912

3060204 茨城県古河市下大野2905-1

○

0810411157

医療法人社団 青樹会

三和整形外科内科

0280-76-1232

3060126 茨城県古河市諸川1184-1

○

0810411173

医療法人貞仁会酒井医院

医療法人貞仁会 酒井医院

0280-76-0063

3060126 茨城県古河市諸川430

○

0810411181

医療法人 諸川中央医院

医療法人 諸川中央医院

0280-76-4455

3060126 茨城県古河市諸川811

○

0810411207

-

船橋レディスクリニック

0280-76-0386

3060126 茨城県古河市諸川657-3

○

0810411231

医療法人 はやし整形外科クリニック

はやし整形外科クリニック

0280-30-8084

3060013

0810411249

医療法人 恵光会

つる眼科クリニック

0280-30-0102

3060003 茨城県古河市緑町44-6

○

0810411256

古河市

古河市尾崎国民健康保険診療所

0280-76-0009

3060101 茨城県古河市尾崎5610-5

○

0810411264

古河市

古河市古河福祉の森診療所

0280-48-6521

3060044 茨城県古河市新久田271-1

○

0810411280

茨城県民生活協同組合

友愛記念病院

0280-97-3000

3060232 茨城県古河市東牛谷707

○

0810411306

医療法人愛仁会根川橋クリニック

医療法人愛仁会根川橋クリニック

0280-47-1115

3060053 茨城県古河市中田1690

○

0810411314

芝崎 一郎

しばさきクリニック

0280-22-1351

3060033 茨城県古河市中央町1-2-30

○

0810411322

高野 裕

高野クリニック

0280-31-2333

3060233 茨城県古河市西牛谷1015-7

○

0810510057

一般社団法人 石岡市医師会

石岡市医師会病院

0299-22-4321

3150001 茨城県石岡市石岡10528-1

○

0810510115

-

友部整形外科

0299-26-2339

3150035 茨城県石岡市南台3-34-5

○

0810510149

-

渡辺内科

0299-26-7760

3150035 茨城県石岡市南台3-34-55

○

0810510156

-

長尾眼科

0299-24-1100

3150023 茨城県石岡市東府中1-15

○

0810510255

医療法人幕内会

山王台病院

0299-26-3130

3150037 茨城県石岡市東石岡4-1-38

○

0810510297

医療法人社団重陽会

斉籐病院

0299-26-2131

3150038 茨城県石岡市旭台1-17-26

○

0810510362

医療法人

芹澤医院

0299-22-2035

3150014 茨城県石岡市国府6-4-2

○

0810510396

-

松葉産婦人科

0299-23-2157

3150013 茨城県石岡市府中2-4-41

○

0810510412

社団法人 石岡市医師会

社団法人 石岡市医師会 南台診療所

0299-26-8685

3150035 茨城県石岡市南台2-12-6

○

0810510495

-

渡辺クリニック

0299-26-7633

3150033 茨城県石岡市東光台4-14-30

○

0810510511

-

岡崎内科医院

0299-22-2014

3150013 茨城県石岡市府中1-3-21

○

0810510537

-

医療法人社団 寿星会 石岡診療所

0299-24-5080

3150014 茨城県石岡市国府2-4-9

○

0810510560

-

医療法人 石岡ひかりクリニック

0299-26-8055

3150013 茨城県石岡市府中岡市大字東大橋1898-5

○

0810510594

-

柏木医院

0299-22-2874

3150001 茨城県石岡市石岡市石岡2158-3

○

0810510602

-

滝田整形外科

0299-23-2071

3150013 茨城県石岡市府中2-2-12

○

0810510644

医療法人 明風会

久保田病院

0299-35-5010

3150022 茨城県石岡市行里川26-3

○

0810510669

医療法人芹澤医院

医療法人芹澤医院分院

0299-22-2035

3150001 茨城県石岡市石岡3165-17

○

0810510677

関 正道

関クリニック

0299-23-8300

3150013 茨城県石岡市府中3-1-6

○

0810510685

医療法人社団 林和会

府中クリニック

0299-22-2146

3150013 茨城県石岡市府中5-11-1

○

0810510693

石渡 東海

石渡眼科

0299-27-0700

3150038 茨城県石岡市旭台1-3918-5

○

0810510727

医療法人 金丸医院

医療法人 金丸医院

0299-26-3161

3150033 茨城県石岡市東光台2-8-5

○

0810510735

医療法人 回生会 藤井内科クリニック

医療法人 回生会 藤井内科クリニック

0299-35-5005

3150005 茨城県石岡市鹿の子2-1-36

○

0810510768

医療法人 滝田会

丸山荘病院

0299-43-0079

3150116 茨城県石岡市柿岡3787

○

0810510784

医療法人 八郷病院

医療法人 八郷病院

0299-46-1115

3150122 茨城県石岡市東成井2719

○

茨城県古河市東本町4-2-2 小柳メディカル
ビル3F

○

0810510792

-

江畑医院

0299-43-0016

3150116 茨城県石岡市柿岡2019

○

0810510859

医療法人 幕内会 理事長 幕内 幹男

山王台病院附属東クリニック

0299-26-3533

3150037 茨城県石岡市東石岡5-2-33

○

0810610048

医療法人 威恵会

三岳荘小松崎病院

0296-24-2331

3080005 茨城県筑西市中舘69-1

○

0810610055

下館市

下館市民病院

0296-28-2261

3080847 茨城県筑西市玉戸1658

○

0810610097

-

玉野医院

0296-28-0801

3080855 茨城県筑西市下川島759

○

0810610196

医療法人社団

新井内科医院

0296-22-2618

3080021 茨城県筑西市甲146

○

0810610220

-

大田医院

0296-22-3914

3080845 茨城県筑西市西方1684-1

○

0810610329

医療法人 桜仁会

大圃クリニック

0296-22-4098

3080031 茨城県筑西市丙153-4

○

0810610709

-

下館胃腸科医院

0296-24-8864

3080841 茨城県筑西市二木成1519

○

0810610733

-

医療法人 加納内科胃腸科

0296-24-7365

3080051 茨城県筑西市岡芹967-1

○

0810610816

医療法人社団 同慈会

下館南クリニック内科歯科

0296-25-0555

3088510 茨城県筑西市二木成843-1

○

0810610824

直江 哲郎

直江医院

0296-22-3081

3080000 茨城県筑西市稲荷稲荷町丙147

○

0810610832

八島 良和

八島医院

0296-22-3361

3080805 茨城県筑西市稲野辺248

○

0810610865

野中 徹郎

野中医院

0296-25-0155

3080843 茨城県筑西市野殿1595-2

○

0810610881

医療法人 修英会

遠藤産婦人科医院

0296-20-1000

3080005 茨城県筑西市中舘130-1

○

0810610899

医療法人 修英会

すわクリニック

0296-22-2069

3080021 茨城県筑西市甲444-1

○

0810611012

医療法人 杏仁会

大圃病院

0296-37-3101

3080104 茨城県筑西市木戸352

○

0810611020

-

飯田医院

0296-37-6745

3080104 茨城県筑西市木戸52

○

0810611053

医療法人 隆朋会

河上医院

0296-37-2460

3080111 茨城県筑西市舟生1059-3

○

0810611111

斉藤 正博

横瀬医院

0296-52-0027

3004517 茨城県筑西市海老ケ島962-2

○

0810611129

医療法人 章久会

かくらいクリニック

0296-52-6711

3004541 茨城県筑西市松原228

○

0810611137

医療法人 幸坂内科クリニック

幸坂内科クリニック

0296-52-6333

3004541 茨城県筑西市松原1564-5

○

0810611178

医療法人 恒貴会

医療法人 恒貴会 協和南病院

0296-57-5133

3091107 茨城県筑西市門井1674-1

○

0810611236

-

仙波医院

0296-57-2013

3091106 茨城県筑西市新治1993-26

○

0810611251

瀬端 宏

瀬端耳鼻咽喉科医院

0296-25-3387

3080031 茨城県筑西市丙219

○

0810611269

医療法人社団 平仁会

しもだてメディカルポート

0296-21-1800

3080826 茨城県筑西市下岡崎2-8-1

○

0810611285

筑西市

筑西市夜間休日一次救急診療所

0296-24-2266

3080806 茨城県筑西市小林355-1

○

0810611293

筑西市

筑西市民病院

0296-28-2261

3080847 茨城県筑西市玉戸1658

○

0810611327

医療法人 山口医院

医療法人 山口医院

0296-37-3777

3080104 茨城県筑西市木戸1285-4

○

0810611335

医療法人 宮田医院

宮田医院

0296-22-2440

3080031 茨城県筑西市丙59

○

0810611343

医療法人 さとうクリニック

さとうクリニック

0296-20-0310

3080031 茨城県筑西市丙92-2

○

0810611350

医療法人 茗悠会

明野中央医院

0296-52-0026

3004517 茨城県筑西市海老ケ島926

○

0810611368

堀内 早苗

堀内皮膚科医院

0296-25-5877

3080041 茨城県筑西市乙853

○

0810710053

-

阿部田医院

0296-35-0305

3070043 茨城県結城市武井海道割1322-18

○

0810710087

-

玉岡クリニック

0296-33-3814

3070001 茨城県結城市結城2010-5

○

0810710111

-

大木医院

0296-33-2288

3070007 茨城県結城市小田林2520-29

○

0810710228

-

箕浦医院

0296-33-2074

3070001 茨城県結城市結城2979

○

0810710319

医療法人 穰会

しろがねクリニック

0296-32-4511

3070001 茨城県結城市結城市13447

○

0810710327

医療法人同仁会

宮田医院

0296-32-5252

3070001 茨城県結城市結城30

○

0810710376

-

長沢医院

0296-33-6333

3070001 茨城県結城市結城6306-4

○

0810710384

-

松永内科クリニック

0296-33-7333

3070001 茨城県結城市結城市結城8621-45

○

0810710392

-

栗原胃腸科医院

0296-32-2727

3070001 茨城県結城市結城市354-3

○

0810710400

-

渡邉医院

0296-35-0006

3070033 茨城県結城市山川新宿168

○

0810710442

-

優心クリニック

0296-33-6343

3070001

0810710459

-

つぼいクリニック

0296-33-1020

3070052 茨城県結城市中央町1-12-2

○

0810710525

医療法人社団 海里会

池羽レディースクリニック

0296-33-3465

3070001 茨城県結城市結城10622-1

○

0810710558

宮田 彰

宮田外科医院

0296-33-2608

3070001 茨城県結城市結城344-6

○

0810710566

-

医療法人社団同樹会結城病院

0296-33-4161

3070001 茨城県結城市結城字繁昌塚9629番1

○

0810710574

医療法人 えばた内科クリニック

えばた内科クリニック

0296-34-1155

3070001 茨城県結城市結城3355-3

○

0810710608

-

結城眼科

0296-20-8878

3070001 茨城県結城市結城城ノ内8776-11

○

0810710616

医療法人 参城会

遠藤クリニック

0296-32-8788

3070001 茨城県結城市結城8775-7

○

0810710624

多田 淳一

きぬのまち診療所

0296-34-1655

3070001 茨城県結城市結城11758-50

○

0810810036

医療法人社団八峰会

池田病院

0297-64-1152

3010856 茨城県龍ケ崎市貝原塚町字女化原3690-2

○

0810810093

-

兼子内科

0297-64-3105

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3989-1

○

0810810184

-

山村医院

0297-66-0555

3010033

0810810200

医療法人社団清和会

いしかわクリニック

0297-62-0378

3010816 茨城県龍ケ崎市大徳町5353-1

○

0810810333

-

山本医院

0297-66-3348

3010033 茨城県龍ケ崎市佐貫町字蛭川560

○

0810810366

-

八代内科医院

0297-64-1710

3010842 茨城県龍ケ崎市八代町1078-2

○

0810810416

-

秋山診療所

0297-64-1651

3010811 茨城県龍ケ崎市宮渕町崎市宮渕101

○

0810810440

-

根本医院

0297-62-3155

3010806 茨城県龍ケ崎市半田町1390

○

0810810507

-

みやおか外科整形外科クリニック

0297-62-3761

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町参区635

○

0810810515

-

さくらクリニック

0297-65-1211

3010002 茨城県龍ケ崎市中根台1-9-7

○

0810810549

-

飯野クリニック

0297-60-2323

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町字大羽谷津2500-1

○

0810810556

-

菊地整形外科

0297-64-6111

3010021 茨城県龍ケ崎市北方町633

○

0810810564

医療法人 竜仁会

牛尾病院

0297-66-6111

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町1-15-1

○

0810810572

-

竜ケ崎医院

0297-62-0550

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町2641

○

0810810622

-

医療法人 隆志会 斎藤クリニック

0297-64-3527

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町602-7

○

0810810630

-

うちだ医院

0297-64-8821

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘4-5-3

○

0810810648

-

鴻巣クリニック

0297-61-0151

3010832 茨城県龍ケ崎市緑町200

○

0810810655

医療法人社団 うちだ医院

うちだ医院

0297-64-8821

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘4-5-3

○

0810810663

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 茨城県済
龍ヶ崎済生会病院
生会

0297-63-7111

3010854 茨城県龍ケ崎市中里1-1-1

○

0810810671

医療法人 明朝会

横田医院

0297-62-0047

3010012 茨城県龍ケ崎市上町2941-1

○

0810810697

医療法人 高田整形外科

高田整形外科

0297-60-7227

3010853 茨城県龍ケ崎市松ケ丘2-24-6

○

0810810705

村井医院

村井医院

0297-62-3380

3010838 茨城県龍ケ崎市愛戸町55

○

0810810713

ひまわり眼科クリニック

ひまわり眼科クリニック

0297-65-3920

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町1230-3

○

0810810721

中村クリニック

中村クリニック

0297-64-6655

3010000 茨城県龍ケ崎市8686

○

0810810754

朝野 晴彦

朝野循環器科クリニック

0297-62-0178

3010824 茨城県龍ケ崎市下町2887

○

0810810762

医療法人 昴会

医療法人 昴会 野村医院

0297-62-6561

3010000 茨城県龍ケ崎市3316-2

○

0810830709

檜垣 壮一郎

中根台歯科クリニック

0297-60-8333

3010002 茨城県龍ケ崎市中根台2-13-30

○

0811010115

医療法人 坂入医院

坂入医院

0296-43-6391

3040031 茨城県下妻市高道祖4611-12

○

0811010263

-

とき田クリニック

0296-44-3232

3040056 茨城県下妻市長塚28-1

○

0811010321

-

砂沼湖畔クリニック

0296-43-8181

3040028 茨城県下妻市下木戸542

○

茨城県結城市結城市結城字塔ノ下町749-1101

茨城県龍ケ崎市佐貫町3-5-5プラザ・エル
マーナ内

○

○

0811010362

医療法人社団 医仁会 渡邉クリニック

医仁会 渡邉クリニック

0296-43-7773

3040064 茨城県下妻市本城町1-44-2

○

0811010388

菊山 茂博

菊山胃腸科外科医院

0296-44-2014

3040068 茨城県下妻市下妻丁81-7

○

0811010396

医療法人 医靖会

古橋耳鼻咽喉科医院

0296-45-0777

3040023 茨城県下妻市大串120-2

○

0811010412

中山医院

中山医院

0296-43-2512

3040014 茨城県下妻市中郷185

○

0811010420

医療法人社団 健成会

軽部病院

0296-44-3761

3040067 茨城県下妻市下妻乙398-1

○

0811010438

医療法人 仁正会

下条整形外科

0296-43-3666

3040064 茨城県下妻市本城町1-48-3

○

0811010453

医療法人 文目会

医療法人 文目会
医院

0296-44-2792

3040821 茨城県下妻市別府408-3

○

0811010479

外山 晃

とやまクリニック

0296-30-5010

3040057 茨城県下妻市石の宮57-1

○

0811010487

医療法人社団 源守会

中嶋医院

029-644-3008

3040067 茨城県下妻市下妻乙145

○

0811110097

一般社団法人 茨城県きぬ医師会

きぬ医師会病院

0297-23-1771

3030016 茨城県常総市新井木町13-3

○

0811110147

-

鈴木内科小児科医院

0297-22-0133

3030023 茨城県常総市水海道宝町2762

○

0811110154

-

加藤真砂子クリニック

0297-22-0235

3030021 茨城県常総市水海道諏訪町3230

○

0811110253

-

横田医院

0297-22-7914

3002504 茨城県常総市沖新田町105

○

0811110329

-

寺田医院

0297-27-2662

3030044 茨城県常総市菅生町1717

○

0811110352

医療法人 寛正会

水海道さくら病院

0297-23-2223

3030005 茨城県常総市水海道森下町4447-5

○

0811110386

白澤 昭弘

しらさわ耳鼻咽喉科クリニック

0297-22-0065

3030031 茨城県常総市水海道山田町1542-8

○

0811110402

-

いとう内科胃腸科医院

0297-42-1666

3002731 茨城県常総市古間木新田817-1

○

0811110451

-

須澤医院

0297-42-2139

3002707 茨城県常総市本石下14

○

0811110485

医療法人 荒川医院

医療法人 荒川医院

0297-42-4898

3002722 茨城県常総市蔵持890

○

0811110535

医療法人 研西会

水海道西部病院

0297-24-1211

3030041 茨城県常総市豊岡町丙685

○

0811110543

医療法人社団 しば医院

しば医院

0297-30-4811

3002707 茨城県常総市本石下4772-4

○

0811210012

-

根本眼科

0294-73-1331

3130016 茨城県常陸太田市金井町3694-5

○

0811210020

医療法人 慈仁会

川崎病院

0294-72-1111

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町2040

○

0811210038

-

西山堂病院

0294-72-5121

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町931-2

○

0811210061

医療法人 一路会 太田病院

医療法人一路会 太田病院

0294-72-1258

3130061 茨城県常陸太田市中城町173

○

0811210137

-

西堀内科医院

0294-72-3101

3130004 茨城県常陸太田市馬場町559-9

○

0811210160

医療法人成仁会 理事長 平山 殖

医療法人成仁会 渡辺医院

0294-72-0178

3130054 茨城県常陸太田市西三町2121

○

0811210210

-

くぼたクリニック

0294-72-7811

3130016 茨城県常陸太田市金井町3566-1

○

0811210244

河野 拓司

脳神経外科ブレインピア南太田

0294-70-1711

3130043 茨城県常陸太田市谷河原町1183-1

○

0811210251

医療法人 藤慈会

藤井病院

0294-72-5511

3130016 茨城県常陸太田市金井町3670

○

0811210277

梅原 裕

佐竹南台菜のはなクリニック

0294-80-2250

3130049 茨城県常陸太田市天神林町870-245

○

0811210285

医療法人 石川医院

石川医院

0294-76-9011

3130103 茨城県常陸太田市下宮河内町113-4

○

0811210293

医療法人 根本医院

根本医院

0294-76-2255

3130123 茨城県常陸太田市久米町200

○

0811210301

-

小林医院

0294-85-0010

3130213 茨城県常陸太田市町田町2093

○

0811210327

医療法人 大森医院

大森医院

0294-82-3335

3110502 茨城県常陸太田市徳田町474

○

0811210335

常陸太田市 常陸太田市長 渡辺 龍一

常陸太田市天下野診療所

0294-87-0456

3130351 茨城県常陸太田市天下野町4954

○

0811210368

医療法人 西山会

ひたちの中央クリニック

0294-72-5125

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町931-6

○

0811410026

医療法人 愛正会

やすらぎの丘温泉病院

0293-24-1212

3180003 茨城県高萩市下手綱1951-6

○

0811410091

-

内田医院

0293-22-2137

3180032 茨城県高萩市大和町2-16

○

0811410166

-

滝川医院

0293-32-3100

3180031 茨城県高萩市春日町2-64

○

0811410224

医療法人 それいゆ会

高萩それいゆ病院

0293-24-0770

3180004 茨城県高萩市上手綱赤塚268

○

医療法人 文目会 古橋

0811410232

-

松岡クリニック

0293-22-1000

3180003 茨城県高萩市下手綱653

○

0811410273

医療法人 博順会

医療法人 博順会 高萩クリニック

0293-22-2106

3180024 茨城県高萩市秋山625

○

0811410281

医療法人 宗作会

滝川医院

0293-23-3100

3180031 茨城県高萩市春日町2-64

○

0811410299

医療法人 たばたクリニック

たばたクリニック

0293-20-5511

3180002 茨城県高萩市高戸382-1

○

0811410307

樋渡 克俊

樋渡医院

0293-23-2928

3180032 茨城県高萩市大和町2-59

○

0811410315

鈴木 美奈子

たかはぎ眼科

0293-22-1166

3180033 茨城県高萩市本町2-88-3

○

0811410331

高橋 惠一

県北医療センター高萩協同病院

0293-23-1122

3180004 茨城県高萩市上手綱1006-9

○

0811510163

医療法人 芳医会

医療法人 芳医会 瀧病院

0293-42-1221

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305

○

0811510171

-

広橋第二病院

0293-46-0630

3191722 茨城県北茨城市関本町福田1871

○

0811510197

社団医療法人至誠会

北茨城クリニック

0293-46-5101

3191704 茨城県北茨城市大津町北町1-4-8

○

0811510262

-

かもめ・大津港クリニック

0293-46-0133

3191704 茨城県北茨城市大津町北町432-1

○

0811510270

-

北茨城中央クリニック

0293-30-1600

3191543

0811510288

医療法人 芳医会

あおぞらクリニック

0293-30-7770

3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2547番地

○

0811510296

中野 純樹

なかの循環器科内科クリニック

0293-30-1002

3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2829番地

○

0811610021

医療法人社団誠芳会

石本病院

0296-72-4051

3091613 茨城県笠間市石井2047

○

0811610104

-

佐藤医院

0296-72-0032

3091611 茨城県笠間市笠間981-8

○

0811610278

医療法人 長寿会

磯医院

0296-74-4790

3091635 茨城県笠間市稲田2272

○

0811610286

-

神里医院

0296-72-0177

3091611 茨城県笠間市笠間1256

○

0811610294

医療法人 太田皮フ科

太田皮フ科

0296-72-7777

3091611 茨城県笠間市笠間179

○

0811610302

池内 利夫

いけうち医院

0296-72-1105

3091611 茨城県笠間市笠間1200

○

0811610310

-

茨城県立中央病院

0296-77-1121

3091703 茨城県笠間市鯉淵6528

○

0811610328

茨城県病院事業管理者 古田 直樹

茨城県立こころの医療センター

0296-77-1151

3091717 茨城県笠間市旭町654

○

0811610336

医療法人社団 聖嶺会

立川病院

0296-77-7211

3091736 茨城県笠間市八雲2-12-14

○

0811610344

-

武藤医院

0296-77-6610

3091722 茨城県笠間市平町1635-1

○

0811610369

-

塙医院

0296-77-0072

3091736 茨城県笠間市八雲2-4-11

○

0811610385

-

あさひクリニック

0296-78-5011

3091717 茨城県笠間市旭町108-6

○

0811610393

-

常陸クリニック

0296-78-5911

3091717 茨城県笠間市旭町472-1

○

0811610419

医療法人 てらだ内科消化器科

医療法人 てらだ内科消化器科

0296-70-5500

3091705 茨城県笠間市東平3-1-21

○

0811610427

医療法人 わたなべ整形外科

わたなべ整形外科

0296-70-5577

3091703 茨城県笠間市鯉淵6266-140

○

0811610435

根本 賢

ねもとクリニック

0296-77-7011

3091738 茨城県笠間市大田町215-13

○

0811610443

医療法人 山本内科小児科医院

山本内科小児科医院

0296-71-2232

3091705 茨城県笠間市東平4-5-34

○

0811610450

医療法人 石橋内科医院

石橋内科医院

0296-71-3138

3091703 茨城県笠間市鯉淵6268-102

○

0811610476

医療法人社団 梅林会 梅里クリニック

梅里クリニック

0299-45-2002

3190202 茨城県笠間市下郷4468

○

0811610492

-

高瀬医院

0299-45-2140

3190206 茨城県笠間市安居1291

○

0811610500

本多 教章

本多内科・循環器科医院

0299-37-8556

3190207 茨城県笠間市福島396

○

0811610518

-

笠間市立病院

0296-77-0034

3091737 茨城県笠間市中央1-2-24

○

0811610526

医療法人 慈永会

根本産婦人科医院

0296-77-0431

3091736 茨城県笠間市八雲1-4-21

○

0811610534

西堀 靖広

にしぼり整形外科

0299-37-6026

3190209 茨城県笠間市泉2077-3

○

0811610542

医療法人 小沢眼科内科病院

小沢眼科内科病院付属友部診療所

0296-71-2311

3091702 茨城県笠間市五平72-1

○

0811710029

公益社団法人 取手市医師会

取手北相馬保健医療センター医師会病院

029-78-6111

3020032 茨城県取手市野々井字波中1926

○

0811710102

高橋 惠一

JAとりで総合医療センター

0297-74-5551

3020022 茨城県取手市本郷2-1-1

○

茨城県北茨城市磯原町豊田字鳥井戸420，
421，422

○

0811710128

-

風間医院

0297-78-6001

3020034 茨城県取手市戸頭4-3-6

○

0811710151

-

秋谷医院

0297-78-8703

3020038 茨城県取手市下高井2334

○

0811710250

-

寺田医院

0297-72-0119

3020004 茨城県取手市取手市取手2-17-27

○

0811710268

-

龍田医院

0297-74-7225

3020025 茨城県取手市西2-1-32

○

0811710276

-

戸田医院

0297-78-3333

3020034 茨城県取手市戸頭6-18-16

○

0811710284

-

戸頭皮膚科クリニック

0297-78-4343

3020034 茨城県取手市戸頭6-31-18

○

0811710300

-

まかべ内科

0297-74-3006

3020031 茨城県取手市新取手2-10-9

○

0811710318

-

竹村医院

0297-72-0002

3020005 茨城県取手市東1-2-12

○

0811710359

医療法人 西秀会

西間木病院

0297-78-1101

3020034 茨城県取手市戸頭1-8-21

○

0811710409

-

寺田眼科医院

0297-72-0349

3020013 茨城県取手市台宿1-8-23

○

0811710433

医療法人中村会

常総病院

0297-78-8707

3020038 茨城県取手市下高井2371

○

0811710482

-

保母メディコデンタルクリニック

0297-78-6373

3020034 茨城県取手市戸頭4-7-29

○

0811710581

-

高安クリニック

0297-72-0052

3020005 茨城県取手市東2-6-41

○

0811710649

-

吉岡医院

0297-72-0186

3020023 茨城県取手市白山1-4-14

○

0811710672

医療法人順心会

とりで医院

0297-74-6131

3020006 茨城県取手市青柳114

○

0811710730

草間 泰夫

草間医院

0297-72-0343

3020006 茨城県取手市青柳707-3

○

0811710763

小林 晴

こばやし医院

0297-70-5000

3020013

0811710771

取手産婦人科

取手産婦人科

0297-78-3111

3020034 茨城県取手市戸頭286-18

○

0811710789

井野団地クリニック

井野団地クリニック

0299-70-6250

3020012 茨城県取手市井野団地3-17-101

○

0811710797

ローズ皮膚科クリニック

ローズ皮膚科クリニック

0297-70-6262

3020004

0811710821

医療法人社団 宗仁会

医療法人社団 宗仁会病院

0297-85-8341

3001546 茨城県取手市岡1467

○

0811710870

-

滝沢内科医院

0297-82-5462

3001514 茨城県取手市宮和田1049-5

○

0811710896

医療法人社団

村橋整形外科皮膚科医院

0297-83-6606

3001512 茨城県取手市藤代箕輪前733-2

○

0811711001

-

藤代中央クリニック

0297-82-5454

3001504 茨城県取手市萱場837-1

○

0811711076

医療法人 村田病院

村田内科クリニック

0297-83-4976

3001532 茨城県取手市谷中34-1

○

0811711100

高橋 綾子

高橋医院

0297-72-0421

3020023 茨城県取手市白山1-8-14

○

0811711118

医療法人社団 仁風会

医療法人社団仁風会堤医院

0297-72-1012

3020022 茨城県取手市本郷5-9-21

○

0811711159

医療法人 西秀会

さくら整形外科クリニック

0297-71-6280

3001525 茨城県取手市桜が丘1-2-1

○

0811711167

松丸 一彦

松丸内科クリニック

0297-70-2012

3020038 茨城県取手市下高井1969-14

○

0811711183

医療法人社団 康生会

飯泉内科クリニック

0297-83-8818

3001512 茨城県取手市藤代1121-2

○

0811711191

医療法人社団耕潤会

医療法人社団耕潤会ハートフルふじしろ病院

0297-83-7177

3001505 茨城県取手市下萱場225

○

0811711217

医療法人社団 香晟会

丸野医院

0297-74-4199

3020026 茨城県取手市稲853

○

0811810027

-

松原眼科

0297-35-0448

3060631 茨城県坂東市岩井4942-2

○

0811810050

-

松崎医院

0297-39-2011

3060616 茨城県坂東市猫実1421

○

0811810068

-

吉原内科

0297-35-0008

3060631 茨城県坂東市岩井3324

○

0811810084

-

田所医院

0297-35-9567

3060642 茨城県坂東市長谷字上神場510-11，12，17

○

0811810092

医療法人医新会

石塚医院

0297-35-1161

3060631 茨城県坂東市岩井4500-13

○

0811810159

-

河村胃腸科外科医院

0297-35-2618

3060631 茨城県坂東市岩井4685-1

○

0811810191

-

海老原医院

0297-35-7411

3060617 茨城県坂東市神田山645

○

0811810209

-

高橋医院

0297-35-1026

3060631 茨城県坂東市岩井4595

○

0811810233

岩本 康人

岩本内科医院

0297-35-1040

3060607 茨城県坂東市弓田846-2

○

茨城県取手市台宿2-27-31 第2エステート寺
田101

茨城県取手市取手3-4-22 取手クリニックビ
ル3F-1

○

○

0811810241

石川 宏志

石川眼科クリニック

0297-36-7711

3060631 茨城県坂東市岩井5078

○

0811810258

医療法人 楽生会

木根淵外科胃腸科病院

0297-35-3131

3060632 茨城県坂東市辺田1430-1

○

0811810266

木村クリニック

木村クリニック

0297-47-5027

3060631 茨城県坂東市岩井1600

○

0811810332

倉持医院

倉持医院

0297-30-3100

3060515 茨城県坂東市沓掛1508

○

0811810365

-

岩本医院

0297-44-2033

3060515 茨城県坂東市沓掛850-1

○

0811810373

医療法人社団 プラスワン

緑野クリニック

0297-30-3311

3060515 茨城県坂東市沓掛2526-1

○

0811910025

医療法人社団 常仁会

牛久愛和総合病院

0298-73-3111

3001296 茨城県牛久市猪子町字五十塚８９６番地

○

0811910116

-

みどり野外科胃腸科

0298-73-6151

3001222 茨城県牛久市南4-39-2

○

0811910165

-

太田医院

0298-74-2281

3001217 茨城県牛久市さくら台1-18-2

○

0811910199

-

牛久皮膚科医院

0298-73-8781

3001221 茨城県牛久市牛久町280 エスカード牛久4F

○

0811910231

社会医療法人 若竹会

社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院

0298-72-1771

3001211 茨城県牛久市柏田町1589-3

○

0811910249

-

米山医院

0298-73-3686

3001233 茨城県牛久市栄町6-57-2

○

0811910264

-

飯泉医院

0298-72-0066

3001236 茨城県牛久市田宮町140-4

○

0811910348

-

村山内科クリニック

0298-74-4321

3001222 茨城県牛久市南1-6-40

○

0811910363

-

植松整形外科

0298-74-7878

3001222

0811910371

医療法人社団

河合医院

0298-72-3987

3001236 茨城県牛久市田宮町市田宮3-2-2

○

0811910389

-

岡見第一医院

0298-72-5151

3001204 茨城県牛久市岡見町959-21

○

0811910397

医療法人社団

園部医院

0298-73-3671

3001222 茨城県牛久市南4-43-3

○

0811910439

-

上柏田クリニック

0298-78-0210

3001232 茨城県牛久市上柏田1-16-12

○

0811910454

医療法人社団 たつ巳会

医療法人社団たつ巳会 小倉胃腸科肛門科

0298-41-3000

3001295 茨城県牛久市東猯穴町1275-2

○

0811910470

医療法人社団 桜水会

医療法人社団 桜水会 柏田診療所

0298-30-7000

3001232 茨城県牛久市上柏田2-39-1

○

0811910496

医療法人 哲奈会

髙野耳鼻咽喉科クリニック

0298-70-5311

3001222 茨城県牛久市南2-22-7

○

0811910504

高野 信孝

髙野クリニック

029-874-2100

3001222 茨城県牛久市南1-3-35

○

0811910512

泉 憲治

いずみ内科医院

0298-30-8655

3001221 茨城県牛久市牛久町165-1

○

0811910538

中野 温

中野医院

029-873-8677

3001235 茨城県牛久市刈谷町3-96

○

0811910546

医療法人社団憩樹会

則武内科クリニック

029-871-7878

3001207

0811910561

芳賀 真司

ひたち野内科クリニック

029-872-0480

3001203 茨城県牛久市下根町773-5

○

0811910595

医療法人 星野皮フ科アレルギー科クリニック

星野皮フ科アレルギー科クリニック

029-871-3050

3001222 茨城県牛久市南1-6-40 クリニックビル牛久

○

0811910611

井上 由加利

井上内科クリニック

029-830-7555

3001233 茨城県牛久市栄町5-45-1

○

0811910652

医療法人社団 道華会

医療法人社団 道華会 犬童こどもクリニック

029-830-7262

3001232 茨城県牛久市上柏田4-54-10

○

0811910686

河村 智教

河村皮膚科

029-873-0123

3001211 茨城県牛久市柏田町3314-2

○

0812010049

財団法人筑波麓仁会

筑波学園病院

0298-36-1355

3050854 茨城県つくば市上横場2573-1

○

0812010064

-

筑波メディカルセンター病院

0298-51-3511

3050005 茨城県つくば市天久保1-3-1

○

0812010148

-

有田皮膚科医院

0298-55-4266

3050034 茨城県つくば市小野崎759-1

○

0812010155

-

東光台内科胃腸科クリニック

0298-47-8468

3002635 茨城県つくば市東光台4-19-4

○

0812010171

-

筑波記念病院

0298-64-1212

3002622 茨城県つくば市要1187-299

○

0812010247

医療法人恵仁会

筑波中央病院

0298-67-1211

3004231 茨城県つくば市北条くば市大字北條5118

○

0812010304

医療法人社団桜水会

筑波病院

0298-55-0777

3050043 茨城県つくば市大角豆1761

○

0812010452

医療法人社団 柴原医院

柴原医院

0298-65-0511

3002617 茨城県つくば市吉沼1151

○

0812010478

-

宮本内科クリニック

0298-55-6565

3050823 茨城県つくば市原1-4

○

0812010528

-

かつらぎクリニック

0298-52-1105

3050822 茨城県つくば市苅間196-1

○

茨城県牛久市南1-6-40 クリニックビル牛久
1F

茨城県牛久市ひたち野東5-3-2ひたち野うし
く池田ビル1階

○

○

0812010668

-

池野医院

0298-38-2700

3050074 茨城県つくば市高野台2-16-8

○

0812010726

-

東郷医院

0298-37-1785

3050067 茨城県つくば市館野636-1

○

0812011062

-

根本クリニック

0298-47-0550

3002651 茨城県つくば市鬼ケ窪ば市大字鬼ヶ窪1108

○

0812011088

-

南大通リクリニック

0298-51-3697

3050032 茨城県つくば市竹園2-16-24

○

0812011112

-

渡辺内科クリニック

0298-51-5901

3050044 茨城県つくば市並木3-11-9

○

0812011179

-

鈴木医院

0298-57-2058

3050001 茨城県つくば市栗原757

○

0812011203

医療法人

中川医院

0298-64-7760

3003264 茨城県つくば市篠崎2272-1

○

0812011211

-

いちはら病院

0298-64-0303

3003253 茨城県つくば市大曽根3681

○

0812011229

-

つくば白亜クリニック

0298-37-0208

3002656 茨城県つくば市真瀬918-1

○

0812011260

-

敬正会小倉内科

0298-52-0777

3050046 茨城県つくば市東2-4-14

○

0812011278

木村 郁夫

木村クリニック

0298-69-1211

3004204 茨城県つくば市作谷1125

○

0812011294

-

さとう成人病クリニック

0298-58-1286

3050035 茨城県つくば市松代4-10-12

○

0812011328

医療法人社団 健麗会

宮川内科胃腸科医院

0298-55-8777

3050051 茨城県つくば市二の宮2-2-26

○

0812011351

-

林クリニック

0298-59-0550

3050061 茨城県つくば市稲荷前5-6

○

0812011385

-

二の宮眼科

0298-36-8008

3050056 茨城県つくば市松野木26-2

○

0812011401

-

飯村医院

0298-67-0068

3004231 茨城県つくば市北条4326-2

○

0812011419

-

ほりかわクリニック

0298-77-1002

3003257 茨城県つくば市筑穂2-11-1

○

0812011427

-

加納医院

0298-57-2981

3050025 茨城県つくば市花室860

○

0812011450

-

医療法人義恵会 こまつ内科クリニック

0298-38-2400

3050854 茨城県つくば市上横場1178-1

○

0812011484

医療法人社団 雄好会

医療法人社団 雄好会 つくば三井内科クリ
ニック

0298-56-5500

3050032 茨城県つくば市竹園1-6-1つくば三井ビル4F

○

0812011500

-

さとう成人病クリニック

0298-39-4141

3050834 茨城県つくば市手代木1936-9

○

0812011518

医療法人 長沢眼科

長沢眼科

0298-51-1116

3050832 茨城県つくば市西岡252

○

0812011526

医療法人 テーデーシー

川井クリニック

0298-54-1881

3050812 茨城県つくば市東平塚715-1

○

0812011559

医療法人 飯岡医院

医療法人飯岡医院

0298-57-7526

3050003 茨城県つくば市桜3-20-2

○

0812011567

医療法人社団 仁愛会つくば

仁愛内科医院

0298-55-4577

3050034 茨城県つくば市小野崎785-1

○

0812011575

高田真智子

高田眼科

0298-63-3711

3050821 茨城県つくば市春日3-18-1

○

0812011591

医療法人社団 広紫会

医療法人社団 広紫会 広瀬医院

0298-67-0127

3004231 茨城県つくば市北条85

○

0812011617

北條 一夫

北條医院

0298-64-0006

3003261 茨城県つくば市花畑3-28-8

○

0812011625

渋谷 進

渋谷クリニック

0298-63-5252

3050018 茨城県つくば市金田字前田２０２９－１

○

0812011666

医療法人 大見会

大見クリニック

0298-57-7373

3050021 茨城県つくば市古来320-5

○

0812011674

大穂皮膚科クリニック

大穂皮膚科クリニック

0298-64-1712

3003257 茨城県つくば市筑穂2-8-4

○

0812011682

医療法人社団つくば健仁会

医療法人つくば健仁会 とよさと病院

0298-47-2631

3002615 茨城県つくば市田倉4725

○

0812011716

前島 正基

前島レディースクリニック

0298-59-0726

3050035 茨城県つくば市松代4-10-12

○

0812011724

医療法人社団 双愛会

医療法人社団双愛会 つくば双愛病院

0298-73-2511

3001245 茨城県つくば市高崎1008

○

0812011732

楠瀬 夏彦

楠瀬医院

0298-76-2711

3001255 茨城県つくば市小茎509-1

○

0812011765

柴久喜 照一

ユーカリ医院

0298-74-1531

3001243 茨城県つくば市大井正円塚1622-3

○

0812011773

医療法人社団 筑三会

医療法人社団 筑三会 筑波胃腸病院

0298-74-3341

3001252 茨城県つくば市高見原1-2-39

○

0812011781

医療法人 恩澤会

自由ヶ丘医院

0298-76-0888

3001266 茨城県つくば市自由ケ丘165-19

○

0812011799

林野庁

林野庁共済組合筑波診療所

0298-73-3211

3050903 茨城県つくば市松の里1 林業試験場

○

0812011815

笠井 美彦

笠井整形外科医院

0298-73-5050

3001245 茨城県つくば市高崎2277-13

○

0812011823

医療法人社団 健正会

医療法人社団 健正会 茎崎アオイ病院

0298-71-7777

3001253 茨城県つくば市天宝喜714-1

○

0812011831

日比野 敏子

高崎クリニック

0298-73-3733

3001245 茨城県つくば市高崎772-12

○

0812011849

医療法人 博矢会

樫村内科消化器科クリニック

0298-63-0606

3050042 茨城県つくば市下広岡清水久保744-1

○

0812011856

医療法人 メディテックつくば

ひがし外科内科医院

0298-56-7070

3050046 茨城県つくば市東2-26-16

○

0812011864

太田 均

太田医院

029-838-5333

3050834 茨城県つくば市手代木字上谷原３０９－４

○

0812011872

医療法人 幸晴会

渡辺医院

029-851-0550

3050034 茨城県つくば市小野崎476

○

0812011898

廣瀬 敦

あつしクリニック

029-850-7878

3004251 茨城県つくば市田水山975

○

0812011914

医療法人社団 彩黎会

医療法人社団 彩黎会 ホームクリニックつく
ば

029-868-6611

3050061 茨城県つくば市稲荷前31-2-105

○

0812011948

住田 恵

ユークリニック

029-850-5530

3050024 茨城県つくば市倉掛1208-1

○

0812011963

手代木クリニック

手代木クリニック

029-839-4160

3050834 茨城県つくば市手代木1918-1

○

0812012003

高野 喬

岡田医院

029-857-2132

3050023 茨城県つくば市上ノ室1611

○

0812012029

医療法人 清水こどもクリニック

医療法人清水こどもクリニック

029-860-2525

3050046 茨城県つくば市東2-31-8

○

0812012037

菊池 博

菊池内科クリニック

029-839-5070

3050861 茨城県つくば市谷田部5915

○

0812012078

医療法人社団 筑波記念会

筑波総合クリニック

029-877-1221

3002622 茨城県つくば市要65番地

○

0812012086

小倉 正徳

小倉医院

029-866-0108

3004353 茨城県つくば市沼田181

○

0812012128

医療法人社団 雄好会

つくばシティア内科クリニック

029-856-5500

3050031

茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビ
ル4F

○

0812012136

角田 克博

つくばシティアビル皮フ科

029-856-5515

3050031

茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビ
ル3F

○

0812012144

吉田 透

つくばシティアビル整形外科

029-856-5050

3050031

茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビ
ル1F

○

0812012151

医療法人 博友会

医療法人博友会菊池内科クリニック

029-839-5070

3050861 茨城県つくば市谷田部5915

○

0812012169

医療法人 渋谷クリニック

医療法人渋谷クリニック

029-863-5252

3050018 茨城県つくば市金田字前田2029-1

○

0812012185

酒寄 秀一

さかより耳鼻咽喉科

029-879-1187

3003257 茨城県つくば市筑穂2-4-12

○

0812012201

-

耳鼻咽喉科もりたクリニック

029-839-0330

3050074 茨城県つくば市高野台3丁目12-1

○

0812012219

-

小池医院

029-836-0654

3050871 茨城県つくば市上萱丸44-1

○

0812012227

-

みなのクリニック内科呼吸器科

029-850-4159

3050814 茨城県つくば市西平塚字ハサマ３１８番地１

○

0812012235

-

うえの整形外科

029-846-3022

3050043 茨城県つくば市大角豆字山下９７４－１

○

0812012243

医療法人 健南会

花クリニック南大通り

029-863-3561

3050032 茨城県つくば市竹園2-18-2

○

0812012250

田村 和彦

田村医院

029-837-1806

3050854 茨城県つくば市上横場2290-6

○

0812012276

有馬 譲

フォレストクリニック

029-846-3775

3050033 茨城県つくば市東新井26-13-105

○

0812012284

医療法人 水清会つくば学園クリニック

医療法人水清会つくば学園クリニック

029-863-6990

3050033 茨城県つくば市東新井21-8

○

0812012292

医療法人 小塙医院

つくばARTクリニック

029-863-6111

3050032 茨城県つくば市竹園1-6-1

○

0812012300

医療法人社団 みなみつくば会

サンシャイン・クリニック

029-839-3333

3050861 茨城県つくば市谷田部6107-14

○

0812012318

-

つくばセンタークリニック

029-851-9001

3050032

0812012342

医療法人 豊順会

医療法人 豊順会 あおやぎ医院

029-857-1585

3050023 茨城県つくば市上ノ室887

○

0812012359

医療法人 サカヨリメディカルネットワーク

酒寄医院

029-866-0106

3004354 茨城県つくば市国松855-2

○

0812012367

廣瀬 廣

広瀬クリニック

029-866-0129

3004354 茨城県つくば市国松56-1

○

0812012375

石原 恒星

並木内科クリニック

029-869-6969

3050044 茨城県つくば市並木4-42-203

○

0812012383

池上 美智子

いけがみ皮膚科

029-869-8222

3050044

0812012391

医療法人社団 新岳会

医療法人社団 新岳会 研究学園クリニック

029-860-5355

3050817 茨城県つくば市研究学園D6街区4画地

○

0812012409

医療法人 八千代会

ストレスケアつくばクリニック

029-863-2888

3050032 茨城県つくば市竹園1-4-1

○

0812012417

医療法人社団 黎明ヒルトップクリニック

黎明ヒルトップクリニック

029-877-3130

3003251 茨城県つくば市佐1004

○

0812012425

医療法人社団 清虹会

なないろレディースクリニック

029-860-7716

3050054 茨城県つくば市西大沼637-6

○

0812110054

-

山崎クリニック

0292-63-3621

3111241 茨城県ひたちなか市赤坂12391

○

茨城県つくば市竹園1-6-1つくば三井ビル4
階

茨城県つくば市並木4-42並木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
2階

○

○

0812110104

-

中村医院

029-262-2326

3111212 茨城県ひたちなか市殿山町1-2-8

○

0812110179

-

株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院

029-272-5111

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-1

○

0812110427

-

伊藤医院

029-272-2628

3120026 茨城県ひたちなか市勝田本町4-15

○

0812110435

-

富士山内科クリニック

029-273-4565

3120011 茨城県ひたちなか市中根富士山4746-5

○

0812110492

-

中山病院

029-274-9955

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3-15-10

○

0812110500

-

曽野内科医院

029-273-5550

3120042 茨城県ひたちなか市東大島4-16-17

○

0812110526

医療法人

佐藤内科クリニック

029-285-2626

3120002 茨城県ひたちなか市高野2441-6

○

0812110567

-

アイビークリニック

029-274-1155

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町1-3-1

○

0812110682

北友会勝田病院

北友会勝田病院

029-273-0024

3120032 茨城県ひたちなか市津田1895

○

0812110716

柳沢会

勝田皮膚科クリニック

029-275-4112

3120055 茨城県ひたちなか市大成町35-1

○

0812110773

医療法人 社団 克仁会

恵愛小林クリニック

029-263-0651

3111226 茨城県ひたちなか市幸町16-1

○

0812110781

-

ひたちなか記念クリニック

029-272-5781

3120042 茨城県ひたちなか市東大島3-5-1

○

0812110823

海老原 正宏

海原医院

029-285-1010

3120061 茨城県ひたちなか市稲田221-5

○

0812110831

-

後籐医院

029-262-3474

3111262 茨城県ひたちなか市道メキ12986-2

○

0812110856

医療法人 沼田内科クリニック

医療法人 沼田内科クリニック

029-276-1515

3120032 茨城県ひたちなか市津田2829-5

○

0812110880

-

ヒヨドリ医院

029-276-2262

3120045

0812110898

-

いばらき診療所

029-285-6040

3120062 茨城県ひたちなか市高場167-2

○

0812110955

四方 光

四方医院

029-272-1246

3120048 茨城県ひたちなか市春日町12-2

○

0812111011

医療法人社団 源信会

市毛網野クリニック

029-354-0333

3120033 茨城県ひたちなか市市毛1152

○

0812111029

医療法人 薫光会

小松整形外科医院

029-275-4141

3120032 茨城県ひたちなか市津田3245-1

○

0812111037

遊座 文郎

遊座医院

029-262-2368

3111225 茨城県ひたちなか市釈迦町1-34

○

0812111045

医療法人社団 讃和会

勝田整形外科医院

029-274-5121

3120042 茨城県ひたちなか市東大島4-4-13

○

0812111052

医療法人社団 慈正会

原レディスクリニック

029-276-9577

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町2-11-10

○

0812111060

綾邉 健彦

あやべ内科医院

029-276-2800

3120041 茨城県ひたちなか市西大島2-12-1

○

0812111102

松島利明

松島眼科医院

029-276-5565

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町2-18-18

○

0812111110

医療法人社団 恵明会

四方医院

029-272-2061

3120048 茨城県ひたちなか市春日町12-2

○

0812111128

医療法人 秀仁会

医療法人 秀仁会

029-271-1100

3120052 茨城県ひたちなか市東石川1581

○

0812111136

医療法人社団 ハート

ハートクリニック松本

029-270-0101

3120062 茨城県ひたちなか市高場1673-12

○

0812111144

三代 寧

三代内科クリニック

029-354-0348

3120017 茨城県ひたちなか市長堀町3-8-4

○

0812111193

医療法人 黒澤内科医院

黒澤内科医院

029-264-1700

3111229 茨城県ひたちなか市湊中央1-5783-1

○

0812111201

早川 清一郎

はやかわクリニック

029-274-1153

3120032 茨城県ひたちなか市津田1949-5

○

0812111219

医療法人社団 尚仁会

おいかわクリニック

029-272-3408

3120034 茨城県ひたちなか市堀口616-5

○

0812111227

ますおか内科クリニック

ますおか内科クリニック

029-354-0567

3120053 茨城県ひたちなか市外野1-35-17

○

0812111243

藤崎整形外科医院

藤崎整形外科医院

029-275-0777

3120003 茨城県ひたちなか市足崎1474-25

○

0812111250

鈴木 謙一

さわ西クリニック

029-354-3700

3120062 茨城県ひたちなか市高場224

○

0812111284

山木 万里郞

やまき内科クリニック

029-354-6680

3120032 茨城県ひたちなか市津田東2-7-8

○

0812111300

医療法人社団 奚疑堂

ながおこどもクリニック

029-285-9040

3120062 茨城県ひたちなか市高場1180-6

○

0812111318

-

マナ・クリニック

029-354-0707

3120011 茨城県ひたちなか市中根4811-1

○

0812111326

-

あすくレディスクリニック

029-270-2020

3120011 茨城県ひたちなか市中根3324-1

○

0812111334

齊藤 直史

斉藤内科

029-272-7200

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3444-7

○

0812111342

医療法人社団 雄々会

医療法人社団 雄々会 中村眼科医院

029-272-2925

3120045 茨城県ひたちなか市勝田中央7-19

○

茨城県ひたちなか市勝田中央7-20 勝田耳
鼻科ビル2F･4F

○

0812111359

医療法人社団 功秀会

亀山医院

029-272-3778

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3283-2

○

0812111375

医療法人 関内科医院

医療法人 関内科医院

029-272-3675

3120023 茨城県ひたちなか市大平4-2-13

○

0812111383

医療法人 悌仁会

つちだ内科泌尿器科クリニック

029-353-3135

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3841-10

○

0812210011

財団法人

鹿島病院

0299-82-1271

3140012 茨城県鹿嶋市平井1129-2

○

0812210086

医療法人 正友会

島医院

0299-83-4011

3140031 茨城県鹿嶋市宮中5204-1

○

0812210110

-

前田病院

0299-83-1122

3140031 茨城県鹿嶋市宮中5201

○

0812210227

医療法人社団 寿徳会

出津医院

0299-83-0290

3112207 茨城県鹿嶋市志崎799-1

○

0812210235

-

島崎外科医院

0299-82-0191

3140031 茨城県鹿嶋市宮中5-10-18

○

0812210243

-

早川医院

0299-83-2525

3140031 茨城県鹿嶋市宮中8-11-14

○

0812210334

-

佐竹内科医院

0299-69-7766

3112221 茨城県鹿嶋市荒野1545-35

○

0812210342

医療法人 鹿神会

大野診療所

0299-69-4724

3112215 茨城県鹿嶋市和824-1

○

0812210359

医療法人仁厚会

医療法人仁厚会まつおかクリニック

0299-82-1500

3140038 茨城県鹿嶋市城山4-3-37

○

0812210367

大久保敏男

大久保眼科

0299-85-0777

3140000 茨城県鹿嶋市厨2－9－12

○

0812210375

医療法人 社団 英正会

医療法人社団 英正会 鹿嶋眼科クリニック

0299-83-7445

3140034 茨城県鹿嶋市鉢形中山1526-3

○

0812210383

松田 かおり

さくらクリニック

0299-90-7722

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台2346-38

○

0812210391

医療法人社団 善仁会

医療法人社団 善仁会 小山記念病院

0299-85-1111

3140000 茨城県鹿嶋市厨5－1－2

○

0812210417

医療法人社団 善仁会

医療法人社団 善仁会 須賀クリニック

0299-90-3661

3140047 茨城県鹿嶋市須賀1346-1

○

0812210425

医療法人社団 澄隆会

井上眼科医院

0299-83-1608

3140031 茨城県鹿嶋市宮中8-9-30

○

0812210433

鹿嶋市

鹿嶋市夜間小児救急診療所

0299-82-6218

3140031

0812210441

とみかみクリニック

とみかみクリニック

0299-84-1192

3140031 茨城県鹿嶋市宮中297-3

○

0812210482

松永 剛

松永皮フ科クリニック

0199-77-7787

3140031 茨城県鹿嶋市宮中4526-10

○

0812210508

医療法人 松優会

松倉中央クリニック

0299-90-9222

3112215 茨城県鹿嶋市和786-16

○

0812310100

貞広 和則

延方クリニック

0299-66-1873

3112412 茨城県潮来市宮前1-11-8

○

0812310142

医療法人社団 福寿会

医療法人社団 福寿会 飯島内科

0299-66-0280

3112423 茨城県潮来市日の出8-13-2

○

0812310159

医療法人社団 英正会

潮来眼科クリニック

0299-80-1061

3112424 茨城県潮来市潮来前6065

○

0812310167

大久保 喜彦

大久保診療所

0299-62-2506

3112424 茨城県潮来市潮来143-2

○

0812310175

医療法人社団 英正会

医療法人社団英正会潮来眼科クリニック

0299-80-3322

3112437 茨城県潮来市永山777

○

0812310183

荒張 喜好

牛堀整形外科

0299-64-2888

3112437 茨城県潮来市永山777

○

0812410058

竹内 章

竹内医院

0297-48-6077

3020121 茨城県守谷市みずき野5-11-1

○

0812410074

草間 克浩

草間クリニック

0297-45-3800

3020125 茨城県守谷市高野5070-3

○

0812410116

染谷 允壽

博採堂染谷医院

0297-48-0064

3020117 茨城県守谷市野木崎1780-1

○

0812410124

下村 滋

下村医院

0297-48-0078

3020109 茨城県守谷市本町403

○

0812410132

医療法人慶友会

守谷慶友病院

0297-45-3311

3020118 茨城県守谷市立沢980-1

○

0812410207

宮本 佳明

守谷耳鼻咽喉科クリニック

0297-47-1133

3020118 茨城県守谷市立沢235-8

○

0812410215

医療法人 厚守会

医療法人 厚守会 立沢クリニック

0297-45-7798

3020118 茨城県守谷市立沢140-8

○

0812410249

藤澤 裕志

新守谷皮膚科クリニック

0297-20-0024

3020118 茨城県守谷市立沢142-16

○

0812410256

川島 宣義

川島クリニック

1

3020128 茨城県守谷市けやき台6-16-14

○

0812410280

白木 正紀

メイヨークリニック

0297-45-8115

3020128 茨城県守谷市けやき台3-12-3

○

0812410314

-

医療法人社団弘明会さとう内科・脳神経外科ク
リニック

0297-21-1710

3020117 茨城県守谷市野木崎521-1

○

0812410355

医療法人 至心会

医療法人 至心会 よしみ内科胃腸科医院

0297-48-4891

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘2-2694-41

○

0812410363

柴田 佐和子

しばたキッズクリニック

0297-21-0811

3020118 茨城県守谷市立沢235-7

○

茨城県鹿嶋市宮中1998-2 鹿嶋市保健セン
ター内

○

0812410389

医療法人社団 健栄会

医療法人社団健栄会 守谷駅前クリニック

0297-47-0003

3020115 茨城県守谷市守谷甲2545-100斎藤ビル5F

○

0812410405

塩澤 史隆

カリオクリニック

0297-48-8448

3020102 茨城県守谷市松前台1-1-6

○

0812410413

医療法人 慶友会

医療法人 慶友会 ひがしクリニック慶友

0297-48-6001

3020108 茨城県守谷市松並1630-1

○

0812510022

-

井上医院

0295-55-3131

3114503 茨城県常陸大宮市野口1582-3

○

0812510063

医療法人 博仁会

志村大宮病院

0295-53-1111

3192215 茨城県常陸大宮市上町313

○

0812510147

医療法人 芳栄会

大曽根内科小児科

02955-2-0302

3192215 茨城県常陸大宮市上町1345

○

0812510154

医療法人一貫堂会

一貫堂クリニック

0295-54-7777

3192215 茨城県常陸大宮市下町3993

○

0812510162

医療法人 高村外科医院

高村外科医院

0295-57-2031

3193111 茨城県常陸大宮市山方1117-1

○

0812510253

社会福祉法人恩賜財団 済生会支部茨城県済生
常陸大宮済生会病院
会

0295-52-5151

3192256 茨城県常陸大宮市田子内町3033-3

○

0812610046

-

塙 内科・消化器科

029-295-2110

3110111 茨城県那珂市後台3238-1

○

0812610053

医療法人 貞心会

西山堂慶和病院

029-295-5121

3110133 茨城県那珂市鴻巣3247-1

○

0812610087

-

小野瀬医院

029-295-2221

3110111 茨城県那珂市後台1829-5

○

0812610103

-

越田医院

029-298-0051

3110105 茨城県那珂市菅谷4457-40

○

0812610129

医療法人社団 青燈会 小豆畑病院

小豆畑病院

029-295-2611

3110105 茨城県那珂市菅谷605

○

0812610152

医療法人健清会

那珂クリニック

029-295-9800

3110113 茨城県那珂市中台719-1

○

0812610160

医療法人 正宏会

はなわ内科クリニック

029-298-2526

3110107 茨城県那珂市額田南郷34-3

○

0812610178

医療法人 テンダーメディカル

かぼちゃクリニック

029-352-1107

3110103 茨城県那珂市横堀1291-29

○

0812610194

岡田 一乗

岡田クリニック

029-270-8188

3110111 茨城県那珂市後台3127-7

○

0812610210

胡居 郁朗

えびすいクリニック

029-295-8881

3110105 茨城県那珂市菅谷2773 33BL1-2

○

0812610228

佐川 曜子

さがわ皮膚科

029-353-1241

3110105 茨城県那珂市菅谷663-136

○

0812610236

医療法人 健清会

那珂記念クリニック

029-353-2800

3110113 茨城県那珂市中台745-5

○

0812610251

-

諸岡医院

029-296-1123

3192102 茨城県那珂市瓜連町瓜連1149

○

0812610269

-

ルリア記念クリニック

029-296-3333

3192103 茨城県那珂市中里641-1

○

0812610285

医療法人 香風会

岩上記念病院

029-296-2066

3192105 茨城県那珂市古徳538-2

○

0812610293

医療法人社団 貫之会

木村医院

029-296-1165

3192102 茨城県那珂市瓜連1101

○

0812610319

河野 史尊

河野胃腸科外科

029-295-5386

3110100 茨城県那珂市竹ノ内3-10-5

○

0812610327

医療法人えびすいクリニック

医療法人えびすいクリニック

029-295-8881

3110105 茨城県那珂市菅谷2773

○

0812610335

医療法人 香風会

瓜連慶友整形外科

029-296-1116

3192105 茨城県那珂市古徳2185-1

○

0812610343

鵜殿 徹男

うどの眼科

029-352-0777

3110105 茨城県那珂市菅谷2991-1

○

0812610350

医療法人社団 緑翠会 理事長 寺門 正寿

瓜連中央医院

029-296-0271

3192102 茨城県那珂市瓜連1647

○

0812610368

中村 欣久

なかむらクリニック

029-353-2310

3110134 茨城県那珂市飯田2822-1

○

0812710010

-

坂本医院

0298-92-2627

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲2688

○

0812710051

-

鈴木クリニック

0298-92-3640

3000506 茨城県稲敷市沼田2687-3

○

0812710069

鈴木 孝之

江戸崎眼科

0298-92-0262

3000508 茨城県稲敷市佐倉3254-1

○

0812710077

医療法人社団 仁誠会

佐倉クリニック

0298-92-7011

3000508 茨城県稲敷市佐倉3251-7

○

0812710093

-

角崎クリニック

0297-87-6030

3001415 茨城県稲敷市中山後畑4377

○

0812710127

-

和田医院

0298-94-2412

3000642 茨城県稲敷市下馬渡944

○

0812710135

医療法人社団広文会

江戸崎病院

0298-94-2611

3000621 茨城県稲敷市阿波1299

○

0812710143

医療法人 青葉会

ゆはらクリニック

0298-94-2002

3000638 茨城県稲敷市古渡３９－１

○

0812710150

医療法人尽誠会

宮本病院

0299-79-2114

3000605 茨城県稲敷市幸田1247

○

0812710168

-

古橋医院

0299-78-3770

3000726 茨城県稲敷市西代1365-3

○

0812710192

医療法人 いなしきクリニック

医療法人 いなしきクリニック

029-892-3372

3000522 茨城県稲敷市蒲ケ山79-1

○

0812810034

-

矢原診療所

0298-31-8576

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉6167-1

○

0812810042

-

川島医院

0298-97-1237

3000134 茨城県かすみがうら市深谷3656-1

○

0812810067

医療法人

高木医院

0298-32-2020

3150053 茨城県かすみがうら市稲吉東1-15-1

○

0812810083

-

大和医院

0298-31-7937

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉5-20-12

○

0812810125

-

三輪眼科

0298-33-0030

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉5-15-19

○

0812810133

川俣 圭子

川俣医院

0299-22-3075

3150075 茨城県かすみがうら市中志筑１３２９

○

0812810141

伊東 善哉

伊東クリニック

0299-59-1187

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉2633-172

○

0812910032

-

あきら医院

0299-92-7081

3140133 茨城県神栖市息栖3879-2

○

0812910099

-

牧医院

0299-92-7200

3140143 茨城県神栖市神栖１－１７－２０

○

0812910107

-

河島医院

0299-96-6679

3140121 茨城県神栖市溝口5539-1

○

0812910115

-

野口医院

0299-96-7373

3140115 茨城県神栖市知手98-41

○

0812910172

医療法人社団土合会

セントラルクリニック

0299-91-1188

3140144 茨城県神栖市大野原４－７－１１

○

0812910180

坂本 勉

坂本医院

0299-92-0700

3140146 茨城県神栖市平泉２７６９

○

0812910198

医療法人社団 澄隆会

かみす眼科

0299-91-1455

3140143 茨城県神栖市神栖１－６４－３３６

○

0812910214

城之内 宏至

城之内医院

0299-92-1261

3140132 茨城県神栖市筒井1518-8

○

0812910222

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生
神栖済生会病院
会

0299-97-2111

3140112 茨城県神栖市知手中央7-2-45

○

0812910230

労働福祉事業団

鹿島労災病院

0479-48-4111

3140343 茨城県神栖市土合本町1-9108-2

○

0812910248

-

医療法人社団土合会 渡辺病院

0479-48-2121

3140343 茨城県神栖市土合本町２－９８０９－２０

○

0812910255

-

中島医院

0479-46-0040

3140253 茨城県神栖市須田2158

○

0812910297

-

波崎クリニック

0479-44-3886

3140408 茨城県神栖市波崎６２７１－５

○

0812910321

医療法人 永木外科胃腸科医院

医療法人 永木外科胃腸科医院

0479-48-0211

3140341 茨城県神栖市矢田部２９５９－１

○

0812910347

医療法人社団 三位会

人見医院

0299-96-0020

3140123 茨城県神栖市芝崎332

○

0812910354

社会福祉法人恩賜財団済生会 支部茨城県済生
済生会波崎診療所
会会長 橋本 昌

0479-44-0253

3140408 茨城県神栖市波崎8968

○

0813010030

-

釼持外科

0299-72-0805

3113832 茨城県行方市麻生１５５５－４

○

0813010048

-

小沼診療所

0299-72-0388

3113832 茨城県行方市麻生１１０５－２

○

0813010055

朝倉秀樹

朝倉診療所

0299-72-0036

3113832 茨城県行方市麻生１１１０

○

0813010063

医療法人社団 聖勇会

麻生クリニック

0299-80-8005

3113803 茨城県行方市井貝353-24

○

0813010089

-

金塚医院

0299-55-0556

3113513 茨城県行方市手賀3125

○

0813010105

-

塙医院

0299-55-4100

3113512 茨城県行方市玉造甲5985

○

0813010121

医療法人社団 鵠生会

医療法人社団鵠生会 曽内科クリニック

0299-36-2611

3113512 茨城県行方市玉造甲５１０－３

○

0813010139

医療法人 根本皮膚科医院

根本皮膚科医院

0299-55-2450

3113512 茨城県行方市玉造甲414-3

○

0813010147

羽生 一朗

つばさクリニック

0299-72-2830

3113835 茨城県行方市島並1511

○

0813110012

医療法人 渡辺会

大洗海岸病院

029-267-2191

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町915

○

0813110020

財団法人 報恩会

石崎病院

029-293-7155

3113122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎4698

○

0813110079

-

佐藤医院

029-288-2131

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1314

○

0813110103

-

堀越病院

029-292-3361

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3317-22

○

0813110269

医療法人 恒仁会

石塚地方病院

029-288-3121

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1337

○

0813110327

-

加藤内科

029-267-5599

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1097

○

0813110384

-

中根医院

029-266-2010

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8185

○

0813110525

-

大洗クリニック

029-267-7111

3111304 茨城県東茨城郡大洗町和銅20-1

○

0813110640

-

せつクリニック

029-288-6811

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚503-11

○

0813110673

-

広沢クリニック

029-288-7651

3114313 茨城県東茨城郡城里町上入野滝ノ上2427-1

○

0813110681

-

医療法人 篠原医院

029-266-2046

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1333

○

0813110699

医療法人社団 大清会

いしつか診療所

029-288-5655

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚５５８ー１

○

0813110731

医療法人 誠潤会

城北病院分院

029-288-7221

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1223-1

○

0813110764

医療法人 さかた医院

さかた医院

029-267-6921

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3451-1

○

0813110772

医療法人 広沢クリニック

広沢クリニック

029-288-7651

3114313 茨城県東茨城郡城里町上入野２４２７－１

○

0813110798

中山 安彦

ひたち野病院

029-257-0015

3190323 茨城県水戸市鯉淵町４８８８－４

○

0813110806

医療法人 堀越医院

堀越医院

029-292-3361

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡３３１７

○

0813110814

谷口 恭亮

谷口内科医院

029-293-7531

3113122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎４２３０－２

○

0813110822

医療法人 渡辺会

大洗海岸コアクリニック

029-264-5700

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町903-1

○

0813110863

井出 誠

井出整形外科・内科クリニック

029-219-2556

3113131 茨城県東茨城郡茨城町小堤１１４３－１

○

0813110871

医療法人社団 いばらき会

いばらき診療所こづる

029-291-0055

3113107 茨城県東茨城郡茨城町小鶴１２７－１

○

0813110897

医療法人 清水医院 理事長 清水 哲

清水医院

029-267-6116

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町126

○

0813111010

城里町

城里町国民健康保険七会診療所

0296-88-2012

3114402 茨城県東茨城郡城里町小勝516

○

0813111036

医療法人 井出整形外科内科クリニック

医療法人井出整形外科内科クリニック

029-219-2556

3113131 茨城県東茨城郡茨城町小堤1144-1

○

0813111077

医療法人宇佐神クリニック 理事長 宇佐神 正海 医療法人宇佐神クリニック

029-219-0033

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3652-306

○

0813111085

調 徳也

しらべクリニック

029-240-9800

3114323 茨城県東茨城郡城里町上圷886-1

○

0813310646

-

東海クリニック

029-283-1711

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川水神堂944

○

0813310703

-

皮膚科 東原クリニック

029-283-2301

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川水神堂944 1Ｆ

○

0813310794

医療法人社団 いばらき会

いばらき診療所とうかい

029-283-4110

3191102 茨城県那珂郡東海村石神内宿１７２４－１

○

0813311032

医療法人 アルカディア･イースト

植村整形外科クリニック

029-270-5117

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川689-7

○

0813311040

医療法人 靖裕会

東原クリニック

029-283-2301

3191106 茨城県那珂郡東海村白方1707-1

○

0813311065

独立行政法人 日本原子力研究開発機構

独立行政法人日本原子力研究開発機構荒谷
台診療所

029-282-5700

3191112 茨城県那珂郡東海村村松1111-1

○

0813311073

医療法人社団 緑整会

医療法人社団緑整会石井整形外科クリニック

029-270-5141

3191117

0813311081

茨城県東海村 東海村長 村上達也

村立東海病院

029-282-2188

3191112 茨城県那珂郡東海村村松２０８１番地２

○

0813311115

武藤 文男

武藤小児クリニック

029-282-7722

3191102 茨城県那珂郡東海村石神内宿2245-10

○

0813410149

医療法人 久仁会

久保田病院

0295-72-0023

3193526 茨城県久慈郡大子町大子799

○

0813410172

-

神長医院

0295-74-0617

3193362 茨城県久慈郡大子町西金13

○

0813410271

-

慈泉堂病院

0295-72-1550

3193526 茨城県久慈郡大子町大子856-1

○

0813410347

小林郷次郎

樋口医院

02957-2-0034

3193526 茨城県久慈郡大子町大子７０５

○

0813410370

医療法人保内郷厚生会 理事長 櫻山 拓雄

医療法人保内郷厚生会保内郷メディカルクリ
ニック

0295-72-0179

3193526 茨城県久慈郡大子町大子824

○

0813810108

医療法人 美湖会

医療法人美湖会 美浦中央病院

0298-85-3551

3000412 茨城県稲敷郡美浦村宮地596

○

0813810231

-

河合内科医院

0298-43-3301

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-2-1

○

0813810249

-

竹尾内科医院

0297-86-2436

3001403 茨城県稲敷郡河内町金江津4747

○

0813810686

医療法人 秀栄会

滝沢医院

0298-88-3323

3000337 茨城県稲敷郡阿見町中郷2-1-3

○

0813810736

-

医療法人 美里会 かない皮フ科

0298-88-8188

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見町阿見3173-1

○

0813810744

医療法人社団 仁誠会

川村 医院

0298-87-3511

3000306 茨城県稲敷郡阿見町曙１７８

○

0813810876

森脇 正之

森脇整形外科

029-843-7888

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷２３３７－８

○

0813810884

医療法人 恵泉会

医療法人恵泉会おおさわ眼科

029-843-7272

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-2-3

○

0813811007

医療法人社団 仁誠会

阿見第一クリニック

029-887-3511

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見３０２０－１

○

茨城県那珂郡東海村東海3-2-11 ティービ
ル1階

○

0813811023

医療法人社団 仁誠会

江島記念眼科歯科口腔外科クリニック

029-887-0271

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見3037-1

○

0813811049

医療法人社団 香尽会

宮崎こどもクリニック

029-891-3000

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎1-29-11

○

0813811056

医療法人 康佑会

医療法人 康佑会 さかえ医院

029-888-2662

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央4-8-24

○

0814210274

医療法人八千代会

八千代病院

0296-48-1181

3003551 茨城県結城郡八千代町栗山２３８

○

0814210308

茨城西南医療センター病院附属八千代診療所

茨城西南医療センター病院附属八千代診療所

0296-48-2001

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1170-1

○

0814210324

佐々木 浩之

佐々木整形外科

0296-30-2424

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1065-2

○

0814310173

医療法人 静和会

池田医院

0280-87-0171

3060433 茨城県猿島郡境町2173

○

0814310330

-

小島医院

0280-87-8711

3060417 茨城県猿島郡境町若林421

○

0814310439

-

馬場医院

0280-84-3721

3060313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7264

○

0814310637

-

境クリニック

0280-87-6500

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸287-1

○

0814310660

村田 靖

村田医院

0280-87-0066

3060400 茨城県猿島郡境町４５２－１

○

0814310678

医療法人 佳和会

芝田クリニック

0280-84-3881

3060302 茨城県猿島郡五霞町山王３６８－１

○

0814310769

沼尻 浩二

ぬまじり医院

0280-81-3360

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸２４７

○

0814310819

医療法人 沼尻医院

ぬまじり医院

0280-81-3360

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸247

○

0814310827

医療法人社団 総秋会

医療法人社団 総秋会 優心会クリニック

0280-81-1617

3060433 茨城県猿島郡境町193

○

0814410049

-

荒木医院

0297-68-2529

3001622 茨城県北相馬郡利根町布川2851-2

○

0814410114

-

小沢クリニック

0297-68-6466

3001636 茨城県北相馬郡利根町羽根野941-2

○

0814410353

-

利根町国保診療所

0297-68-2231

3001625 茨城県北相馬郡利根町羽中200

○

0814410361

-

鈴木内科医院

0297-68-3100

3001631 茨城県北相馬郡利根町早尾890-1

○

0817110026

県西総合病院組合

県西総合病院

0296-75-3171

3091223 茨城県桜川市鍬田604

○

0817110042

-

せいかん荘クリニック

0296-75-4477

3091211 茨城県桜川市岩瀬1540

○

0817110075

-

鏑木クリニック

0296-76-3131

3091452 茨城県桜川市加茂部4-1

○

0817110083

-

袖山医院本院

0296-75-2019

3091213 茨城県桜川市西桜川1-43

○

0817110091

-

平島医院

0296-75-2510

3091211 茨城県桜川市岩瀬198

○

0817110133

-

内科宮本医院

0296-55-0101

3004407 茨城県桜川市真壁町古城229-1

○

0817110182

-

つくし野クリニック

0296-20-7755

3004414 茨城県桜川市真壁町椎尾2022

○

0817110190

医療法人 シリウス

なかはら整形外科医院

0296-23-9955

3004417 茨城県桜川市真壁町飯塚４９６－１

○

0817110208

医療法人 次恵会 田崎内科医院

田崎内科医院

0296-55-2511

3004411 茨城県桜川市真壁町田268-6

○

0817110232

医療法人 恒貴会

医療法人 恒貴会 大和クリニック

0296-58-7788

3091244 茨城県桜川市大国玉２５１３番地の１２

○

0817110240

-

医療法人社団千勝医院

0296-58-5010

3091231 茨城県桜川市本木１６００

○

0817110257

仁保 文平

仁保内科医院

0296-23-8088

3004408 茨城県桜川市真壁町真壁425

○

0817110265

医療法人同愛会 理事長 延島 茂人

医療法人同愛会延島クリニック

0296-58-5058

3091233 茨城県桜川市東飯田658

○

0817110273

医療法人 聡帆会

阿部田医院

0296-55-0305

3004422 茨城県桜川市真壁町亀熊123-1

○

0817210016

-

樅山診療所

0291-37-0045

3111426 茨城県鉾田市樅山576-27

○

0817210032

医療法人三尚会

高須病院

0291-33-2131

3111517 茨城県鉾田市鉾田町2570

○

0817210099

医療法人 幸樹会

鬼沢医院

0291-33-2555

3111517 茨城県鉾田市鉾田2116

○

0817210149

医療法人 攻理会

北浦整形外科

0291-33-2136

3111517 茨城県鉾田市鉾田１６１９－３

○

0817210164

-

たきもとクリニック

0291-39-5550

3112103 茨城県鉾田市汲上3128

○

0817210172

医療法人 真成会

札クリニック

0291-34-5555

3112116 茨城県鉾田市札６２２－２

○

0817310030

-

緑クリニック医院

0297-58-5222

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田2215-4

○

0817310055

-

医療法人社団 谷井田医院

0297-57-0500

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田1071

○

0817310063

-

伊奈クリニック

2

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2243-1

○

0817310071

-

吉田医院

2

3002353 茨城県つくばみらい市小張4148-1

○

0817310089

-

岡本医院

2

3002422 茨城県つくばみらい市古川317-1

○

0817310113

磯部 剛志

みらい平こどもクリニック

0297-47-2255

3002359

0817310121

医療法人 ふなやま会

医療法人 ふなやま会 ふなやま内科クリニッ
ク

0297-25-3111

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台2-10-1

○

0817410012

医療法人社団 白帆会 小川南病院

小川南病院

0299-58-1131

3113423 茨城県小美玉市小川733

○

0817410020

-

松本医院

2

3113423 茨城県小美玉市小川1330-4

○

0817410079

-

木村医院

0299-46-0016

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2556-2

○

0817410087

-

木村医院

0299-47-0010

3190113 茨城県小美玉市竹原2097

○

0817410103

-

羽鳥医院

2

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2732-8

○

0817410111

医療法人社団 正信会

美野里病院

0299-48-2118

3190102 茨城県小美玉市西郷地1462

○

0817410129

-

けやきクリニック

2

3190133 茨城県小美玉市張星503-3

○

0817410137

-

希望ヶ丘ひきクリニック

2

3190116 茨城県小美玉市中台843-10

○

0817410145

-

寺山皮膚科・形成外科

2

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2716-27

○

0817410152

-

医療法人 聖和会 つくば病院

0299-26-1271

3113433 茨城県小美玉市高崎2032-6

○

0817410160

-

小塙医院

0299-58-3185

3113435 茨城県小美玉市田木谷169-3

○

0817410186

-

石岡循環器科脳神経外科病院

0299-58-5211

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1768-29

○

0817410194

-

大津内科クリニック

2

3113435 茨城県小美玉市田木谷935-107

○

0817410210

-

やまぐち医院

2

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1747-10

○

0817410228

-

小美玉市国民健康保険白河診療所

0299-53-0014

3113404 茨城県小美玉市飯前589-3

○

0817410236

小美玉市

小美玉市医療センター

0299-58-2711

3113422 茨城県小美玉市中延651-2

○

0817410244

緑川 剛

緑川整形外科医院

0299-28-7002

3190121 茨城県小美玉市羽刈６２８－２

○

0830130589

-

竹内歯科医院

029-231-0396

3100031 茨城県水戸市大工町3-9

○

0830130647

-

茨城県身体障害者小児歯科治療センター

029-254-4177

3100911 茨城県水戸市見和2-292-1

○

0830130688

-

赤塚歯科医院

029-252-7555

3114141 茨城県水戸市赤塚1-2010-16

○

0830130712

-

高崎歯科医院

029-221-3296

3100026 茨城県水戸市泉町1-4-14

○

0830130829

-

堀江歯科医院

029-241-3225

3100852 茨城県水戸市笠原町1253-1

○

0830130944

-

永木歯科医院

029-226-2360

3100803 茨城県水戸市城南町1-1-17

○

0830130969

-

白田歯科医院

029-253-2178

3100905 茨城県水戸市石川3-2061

○

0830131074

-

榊歯科医院

029-243-1220

3100912 茨城県水戸市見川2-200-8

○

0830131090

-

千波歯科クリニック

029-243-2223

3100851 茨城県水戸市千波町1242-3

○

0830131108

-

友常歯科医院

029-221-4695

3100035 茨城県水戸市東原2-4-4

○

0830131157

-

丸山歯科医院

029-225-7135

3100021 茨城県水戸市南町3-1-10

○

0830131215

-

秋山歯科医院

029-225-2727

3100802 茨城県水戸市柵町3-2-9

○

0830131231

-

横須賀歯科医院

029-251-5455

3100044 茨城県水戸市西原2-3-37

○

0830131256

-

柴原歯科医院

029-251-4457

3114141 茨城県水戸市赤塚1-403-17

○

0830131264

-

岩間歯科医院

029-225-4484

3100803 茨城県水戸市城南1-2

○

0830131330

-

佐久間歯科クリニック

029-221-8856

3100025 茨城県水戸市天王町4-19

○

0830131421

-

三森歯科医院

029-226-2600

3100062 茨城県水戸市大町1-2-40 朝日生命ﾋﾞﾙ2F

○

0830131546

-

双葉台歯科医院

029-254-2355

3114143 茨城県水戸市大塚町1660-2

○

0830131553

-

小鹿歯科医院

029-221-4611

3100063 茨城県水戸市五軒町3-3-47

○

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1 672街区10
画地

○

0830131603

-

根本歯科医院

029-241-1110

3100847 茨城県水戸市米沢町379-10-11

○

0830131611

-

猿田歯科医院

029-231-7373

3100902 茨城県水戸市渡里町2932-11

○

0830131710

-

海老澤歯科医院

029-227-2246

3100811 茨城県水戸市東桜川796-1

○

0830131744

-

酒門歯科クリニック

029-247-9695

3100841 茨城県水戸市酒門町大刀洗1098-1

○

0830131801

-

川上歯科医院

029-254-5700

3100911 茨城県水戸市見和3-178-10

○

0830131819

-

富永歯科医院

029-254-3011

3114152 茨城県水戸市河和田2-2196-1

○

0830131850

-

久保谷歯科医院

029-252-4516

3114163 茨城県水戸市加倉井町438-1

○

0830131868

-

岩元歯科医院

029-243-0200

3100852 茨城県水戸市笠原町995-95

○

0830131876

-

村山歯科医院

029-227-2885

3100012 茨城県水戸市城東2-13-32

○

0830131892

-

平須歯科医院

029-243-5430

3100853 茨城県水戸市平須町1-203

○

0830131918

-

飯野歯科医院

029-221-4775

3100066 茨城県水戸市金町3-1-25

○

0830131975

-

大澤一茂歯科医院

029-254-8841

3114151 茨城県水戸市姫子1-815-5

○

0830132007

-

ホワイト歯科クリニック

029-254-2157

3100904 茨城県水戸市石川町3-4134-9

○

0830132098

-

スケガワ歯科医院

029-228-1518

3100041 茨城県水戸市上水戸1-11-7

○

0830132130

-

谷川歯科医院

029-244-3182

3100851 茨城県水戸市千波町2374-39

○

0830132221

-

神田歯科医院

029-248-7560

3100836 茨城県水戸市元吉田町94-5

○

0830132262

-

さいとう歯科

029-221-2651

3100063 茨城県水戸市五軒町2-4-8

○

0830132304

加部東 正善

かぶとう歯科医院

029-244-6480

3180014 茨城県高萩市東本町2-46-4

○

0830132338

-

うつぎざき歯科医院

029-255-1793

3114143 茨城県水戸市大塚町1863-29

○

0830132353

松尾 裕之

松尾歯科医院

029-246-0648

3100836 茨城県水戸市元吉田町1630-4

○

0830132379

医療法人社団佳信会

常陽歯科医院

029-255-5582

3100903 茨城県水戸市堀町２０６１番地の２

○

0830132387

-

たかだ歯科医院

3111133 茨城県水戸市栗崎町1394-1

○

0830132395

-

さくら歯科医院

029-228-0819

3100012 茨城県水戸市城東2-1-35

○

0830132429

-

大森矯正歯科クリニック

029-252-1182

3100911 茨城県水戸市見和3-1393-2

○

0830132437

-

北斗歯科

029-254-8217

3100911 茨城県水戸市見和1-470-28

○

0830132460

-

松崎歯科

029-246-0089

3100847 茨城県水戸市米沢町113-2

○

0830132478

-

そえだ歯科クリニック

029-244-3030

3100851 茨城県水戸市千波町214-8

○

0830132510

-

クロサワ歯科医院

029-231-2526

3100053 茨城県水戸市末広町3-4-12

○

0830132569

-

倉沢歯科医院

029-225-8444

3100032 茨城県水戸市元山町1-3-37

○

0830132627

-

やす歯科

029-232-8839

3100062 茨城県水戸市大町2-2-74-2F

○

0830132635

-

せきば歯科医院

029-257-3000

3114153 茨城県水戸市河和田町3-5005-3

○

0830132643

-

村田歯科医院

029-244-7600

3100851 茨城県水戸市千波町1199-11

○

0830132684

-

けやき台歯科医院

029-248-8989

3100841 茨城県水戸市酒門町千束3298-10

○

0830132734

-

大串歯科医院

029-269-5821

3111115 茨城県水戸市大串町957-4

○

0830132759

小野歯科医院

小野歯科医院

029-221-4277

3100815 茨城県水戸市本町2-3-9

○

0830132783

-

きしうえ歯科医院

029-222-8020

3114204 茨城県水戸市田谷町4659-1

○

0830132833

-

田澤歯科医院

029-257-3533

3114151 茨城県水戸市姫子2-352-18

○

0830132841

-

つばき歯科医院

029-301-1001

3100852

0830132916

医療法人社団 木村歯科医院

医療法人社団 木村歯科医院

029-253-2268

3114146 茨城県水戸市中丸町５１７－６

○

0830132924

金沢 卓也

笠原歯科

029-243-8817

3100852 茨城県水戸市笠原町887-10

○

0830132932

海老根 学

笠原中央歯科医院

029-305-6480

3100852 茨城県水戸市笠原町５６５－５

○

269-4158

茨城県水戸市笠原町978-25茨城県開発公
社ビル2F

○

0830132965

高山 正熙

たかやま歯科医院

029-231-0934

3100004 茨城県水戸市青柳町４７５９－２

○

0830132981

宮田宗広

中央ビル歯科医院

029-302-5217

3100026 茨城県水戸市泉町２－３－２中央ビル７階

○

0830133013

上野 卓也

上野医院歯科内科

029-253-1351

3114146 茨城県水戸市中丸町267

○

0830133039

田崎 滋子

ヴィーナス歯科クリニック

029-240-0648

3111134 茨城県水戸市百合が丘町８１４－１

○

0830133047

医療法人 のぐち歯科医院

のぐち歯科医院

029-226-5666

3100803 茨城県水戸市城南２丁目５－４５

○

0830133054

泉 俊郎

泉歯科矯正歯科医院

029-254-8035

3100903 茨城県水戸市堀町1108-1

○

0830133070

尾山 正洋

尾山歯科医院

029-241-6730

3100851 茨城県水戸市千波町２２７０－３

○

0830133088

浅田 正裕

浅田歯科医院

029-254-5525

3114152 茨城県水戸市河和田１－１５１３－３２

○

0830133120

洞上 正人

ハーモニーデンタルクリニック

029-232-3737

3100026

0830133146

大津 亮

ほうとく歯科

029-309-5656

3114153 茨城県水戸市河和田町４４０５－１１８

○

0830133153

愛和歯科医院

愛和歯科医院

029-305-1115

3100852 茨城県水戸市笠原町1029-2

○

0830133179

小澤 永久

小澤歯科医院

029-251-6424

3100912 茨城県水戸市見川5-125-10

○

0830133195

-

今井デンタルクリニック

0

3190315 茨城県水戸市内原町1568-3

○

0830133229

高宮 哲二

高宮歯科医院

029-259-6405

3190315 茨城県水戸市内原町1531

○

0830133260

中庭 敏博

モダンデンタル中庭歯科医院

029-254-1630

3114152 茨城県水戸市河和田2-1-7

○

0830133286

医療法人 クラーク会

おかざき矯正歯科クリニック

029-300-4187

3100021 茨城県水戸市南町3-2-44

○

0830133302

鈴木 智大

すずき歯科クリニック

029-246-4618

3100845 茨城県水戸市吉沢町２７１－３

○

0830133351

医療法人 良裕会

上田歯科クリニック

029-252-1166

3100044 茨城県水戸市西原1-15-21

○

0830133369

河原 聖直

河原歯科医院

029-225-8302

3100011

0830133377

医療法人 ひかり歯科

医療法人 ひかり歯科

029-255-6480

3114153 茨城県水戸市河和田町185-5

○

0830133385

医療法人 三真会

原田歯科クリニック

029-259-2014

3190315 茨城県水戸市内原町844-1

○

0830133393

医療法人 英徳会

ファーストデンタルクリニック

029-222-3688

3100015 茨城県水戸市宮町1-1-1水戸駅ビル6F

○

0830230421

-

荒薪歯科医院

0294-36-0237

3160015 茨城県日立市金沢町1-2-7

○

0830230447

-

谷川歯科医院

0294-36-2870

3160013 茨城県日立市千石町2-7-5

○

0830230462

-

塚原歯科医院

0294-42-4846

3191414 茨城県日立市日高町2-11-34

○

0830230520

-

蛭田歯科医院

0294-36-0648

3160013 茨城県日立市千石町2-4-34

○

0830230538

-

谷田部歯科医院

0294-52-1321

3191225 茨城県日立市石名坂町1-4-22

○

0830230579

-

野溝歯科医院

0294-34-4130

3160014 茨城県日立市東金沢町5-4-18

○

0830230637

株式会社 日立製作所

多賀総合病院

0294-33-0035

3160035 茨城県日立市国分町2-1-2

○

0830230678

-

菊地歯科医院

0294-52-1235

3191221 茨城県日立市大みか町1-10-14

○

0830230686

医療法人 愛正会

田尻ヶ丘病院

0294-43-2323

3191416 茨城県日立市田尻町3-24-1

○

0830230710

-

鯨岡歯科医院

0294-35-3226

3160001 茨城県日立市諏訪町1-2-27

○

0830230728

-

松浦歯科医院

0294-34-5067

3160036 茨城県日立市鮎川町市鮎川1-11-8

○

0830230769

-

白川歯科医院

0294-42-8009

3191416 茨城県日立市田尻町3-27-8

○

0830230777

-

山本歯科医院

0294-34-5121

3160012 茨城県日立市大久保町4-3-23

○

0830230793

-

滝歯科医院

0294-35-7566

3160013 茨城県日立市千石町3-10-13

○

0830230827

-

小島歯科医院

0294-21-1698

3170055 茨城県日立市宮田町3-10-4

○

0830230843

-

宮崎歯科医院

0294-24-4800

3170072 茨城県日立市弁天町1-2-2皆川ハイツ2F

○

0830230868

-

あんず通り歯科医院

0294-34-6371

3160013 茨城県日立市千石町1-6-8

○

0830230876

-

綿引歯科クリニック

0294-36-0245

3160012 茨城県日立市大久保町1-2-15

○

0830230934

-

田所歯科医院

0294-53-7466

3191222 茨城県日立市久慈町3-188

○

茨城県水戸市泉町１－２－２５ ベルク泉町１
階

茨城県水戸市三の丸1-3-10三の丸ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ
1F

○

○

0830230942

-

白土歯科

0294-22-7080

3170076 茨城県日立市会瀬町1-7-4

○

0830230967

-

征矢歯科医院

0294-24-0648

3170072 茨城県日立市弁天町2-11-8

○

0830230975

-

戸来歯科医院

0294-22-7153

3170064 茨城県日立市神峰町2-9-8

○

0830230983

-

鈴木歯科医院

0294-53-3223

3160024 茨城県日立市水木町2-43-12

○

0830231031

-

小山歯科医院

0294-32-3024

3160021 茨城県日立市台原町2-13-10

○

0830231049

-

嶋崎歯科クリニック

0294-35-4466

3160025 茨城県日立市森山町1-2-58

○

0830231080

-

金村デンタルオフィス

0294-35-2664

3160003 茨城県日立市多賀町5-9-20

○

0830231098

-

小川歯科医院

0294-43-6221

3191411 茨城県日立市川尻町5-5-1

○

0830231122

-

日立銀座歯科医院

0294-21-4618

3170071 茨城県日立市鹿島町1-10-1

○

0830231171

-

あべ歯科医院

0294-36-3690

3170076 茨城県日立市会瀬町4-5-15

○

0830231205

-

金沢歯科クリニック

0294-33-0118

3160034 茨城県日立市東成沢町3-17-6

○

0830231254

-

北見歯科医院

0294-24-1182

3170073 茨城県日立市幸町1-13-10北見ﾋﾞﾙ2F

○

0830231288

-

佐藤歯科医院

0294-22-6480

3170074 茨城県日立市旭町2-2-1

○

0830231320

-

増本歯科医院

0294-36-7878

3160003 茨城県日立市多賀町2-2-17

○

0830231338

-

長山歯科医院

0294-38-2988

3160003 茨城県日立市多賀町1-2-11

○

0830231346

-

小貫歯科医院

0294-38-2492

3160015 茨城県日立市金沢町3-20-10

○

0830231361

-

和田歯科クリニック

0294-38-7980

3160006 茨城県日立市末広町3-1-17

○

0830231379

-

うすい歯科クリニック

0294-37-4141

3160012 茨城県日立市大久保町3-17-13

○

0830231403

-

アン歯科クリニック

0294-53-1577

3191224 茨城県日立市南高野町3-9-8

○

0830231460

-

日立歯科診療所

0294-24-7516

3170077 茨城県日立市城南町1-8-15

○

0830231478

-

西野歯科医院

0294-34-5550

3160012 茨城県日立市大久保町5-1-9

○

0830231486

-

白土デンタルクリニック

0294-21-4164

3160032 茨城県日立市西成沢町1-35-20-3

○

0830231494

-

わたなべ歯科クリニック

0294-25-3955

3191411 茨城県日立市川尻町6-52-10

○

0830231510

-

ひだか歯科クリニック

0294-43-1180

3191414 茨城県日立市日高町1-33-31

○

0830231544

北見 修一

北見歯科クリニック

0294-21-5509

3170073 茨城県日立市幸町２－１０－１

○

0830231569

西田 篤郎

平和歯科クリニック

0294-23-2311

3170062

0830231577

佐藤 慶尚

サトウ歯科クリニック

0294-27-6020

3170071 茨城県日立市鹿島町２－９－１３

○

0830231585

山本 雅則

多賀歯科医院

0294-37-5521

3160014 茨城県日立市東金沢町５－２５－８

○

0830231593

医療法人社団 運上会

医療法人社団 運上会 比佐デンタルクリニッ
ク

0294-52-2282

3191223 茨城県日立市みなと町８－１

○

0830231601

アン歯科クリニック

アン歯科クリニック

0294-53-1577

3191224 茨城県日立市南高野町3-9-8

○

0830231627

宮井歯科医院

宮井歯科医院

0294-42-4439

3191414 茨城県日立市日高町1-6-2

○

0830231635

-

川尻歯科医院

0294-39-6058

3191303 茨城県日立市十王町友部東３－８－１

○

0830231643

-

十王歯科医院

0294-39-4847

3191304 茨城県日立市十王町友部１６４２－５

○

0830231668

庄司 公紀

庄司歯科

0294-54-3993

3191222 茨城県日立市久慈町2-9-22

○

0830231676

岩波 正浩

まさひろ歯科

0294-21-2311

3170073 茨城県日立市幸町1-7-7

○

0830231692

後藤 勉

後藤歯科医院

0294-24-4844

3170071 茨城県日立市鹿島町2-5-10

○

0830231718

塙 美智子

歯科塙医院

0294-53-1577

3170055 茨城県日立市宮田町1-2-11

○

0830330270

-

沼崎歯科医院

0298-21-1950

3000044 茨城県土浦市大手町7-18

○

0830330296

-

鈴木歯科医院

0298-41-1172

3001173 茨城県土浦市荒川沖405

○

0830330403

-

宮田歯科医院

0298-21-6224

3000065 茨城県土浦市常名西並木3781

○

0830330460

-

吉田歯科医院

0298-24-2008

3000061 茨城県土浦市並木1-14-15

○

茨城県日立市平和町１－１８－１５ 日立ビル
１F

○

0830330486

-

梶塚歯科クリニック

0298-23-1551

3000036 茨城県土浦市大和町2-22

○

0830330502

-

小杉歯科医院

0298-24-1089

3000812 茨城県土浦市下高津1-2-15

○

0830330510

-

鈴木歯科

0298-24-3311

3000834 茨城県土浦市小岩田東1-1-37

○

0830330577

-

高野歯科医院

0298-31-9965

3000011 茨城県土浦市神立中央1-7-8

○

0830330593

-

下島歯科医院

0298-24-3390

3000043 茨城県土浦市中央2-16-29

○

0830330619

-

広瀬歯科医院

0298-24-5858

3000033 茨城県土浦市川口1-8-11

○

0830330635

小竹 勝也

小竹歯科クリニック

0298-23-0762

3000043 茨城県土浦市中央1-1-15

○

0830330643

-

すどう歯科医院

0298-22-7571

3000043 茨城県土浦市中央1-15-22

○

0830330650

-

塚原デンタルクリニック

029-842-3817

3000837 茨城県土浦市右籾2626-7

○

0830330783

-

しば歯科

0298-21-8772

3000051 茨城県土浦市真鍋4-11-2

○

0830330825

-

荻野歯科医院

0298-23-7111

3000811 茨城県土浦市上高津916-1宮本ﾋﾞﾙ2F

○

0830330932

-

とうざき歯科クリニック

0298-22-7700

3000031 茨城県土浦市東崎町11-30

○

0830330957

-

都和歯科医院

0298-32-2223

3000061 茨城県土浦市並木5-4127-35

○

0830330973

-

飯坂歯科医院

0298-23-5383

3000042 茨城県土浦市城北町16-21

○

0830330981

-

茂木歯科医院

0298-21-0735

3000051 茨城県土浦市真鍋1-11-25

○

0830331047

-

稲葉歯科医院

0298-41-5508

3000836 茨城県土浦市烏山3-1890-2

○

0830331112

-

茨城県土浦心身障害者歯科治療センター

0298-22-3835

3000812 茨城県土浦市下高津2-7-27

○

0830331146

-

かやば歯科医院

0298-43-5577

3000841 茨城県土浦市中1177

○

0830331179

-

よしだ歯科

0298-41-4848

3000846 茨城県土浦市小山田1-427

○

0830331211

-

斯波歯科医院

0298-23-5009

3000052 茨城県土浦市東真鍋町2-20

○

0830331260

-

佐藤歯科クリニック

0298-41-7118

3000848

0830331294

-

おおきデンタルクリニック

0298-24-6923

3000034 茨城県土浦市港町1-1-5

○

0830331351

-

ちゃぞの歯科医院

0298-32-3600

3000011 茨城県土浦市神立中央5-4-14

○

0830331450

-

ウララ歯科クリニック

0298-25-4488

3000036 茨城県土浦市大和町9-2ｳﾗﾗ2-204

○

0830331484

医療法人社団 秀悠会

永国台歯科クリニック

0298-26-1511

3000817 茨城県土浦市永国１０５２－７

○

0830331609

伊藤 寿

伊藤歯科医院

0298-34-2440

3000844 茨城県土浦市乙戸９２１－１

○

0830331625

福島 隆史

福島歯科医院

0298-23-2248

3000813 茨城県土浦市富士崎1-12-6

○

0830331633

小竹 進

みなと歯科クリニック

0298-35-3480

3000034

0830331658

柴沼 博之

柴沼歯科

0298-26-7119

3000803 茨城県土浦市佐野子１２２０－１

○

0830331666

北井 克尚

ひまわり歯科医院

0298-31-9983

3000013 茨城県土浦市神立町６４２－９

○

0830331674

金子 夕起子

六本堂歯科

0298-42-8183

3001171 茨城県土浦市荒川沖東２－４－１

○

0830331682

鶴町 仁

鶴町歯科クリニック

0298-41-0070

3001174 茨城県土浦市荒川沖西２－１２－１

○

0830331708

田中 一朋

田中歯科医院

029-821-3426

3000033 茨城県土浦市川口１－１０－１７

○

0830331716

あおき歯科医院

あおき歯科医院

029-821-0321

3000051 茨城県土浦市真鍋5-17-7

○

0830331740

櫻井 勝

さくらい歯科医院

029-824-2005

3000027 茨城県土浦市木田余東台3-9-30

○

0830331757

大窪 久光

ひさみつ歯科医院

029-841-0077

3001171 茨城県土浦市荒川沖東2-6-11

○

0830331799

-

ウエハマ歯科医院

029-862-5032

3004115 茨城県土浦市藤沢583-1

○

0830331807

-

来栖歯科医院

029-862-1164

3004111 茨城県土浦市大畑1479-1

○

0830331815

-

若草歯科医院

029-862-4887

3004111 茨城県土浦市大畑1611

○

0830331823

-

寺島歯科

029-862-5515

3004115 茨城県土浦市藤沢1022

○

0830331831

永井 達之

ながい歯科クリニック

029-846-1122

3000038 茨城県土浦市大町4-13

○

茨城県土浦市西根西1-1-1関鉄つくば南貸
店舗2F

茨城県土浦市港町１－４－１９ ワコー第２ビ
ル３Ｆ

○

○

0830331856

加茂 良理

加茂歯科医院

029-824-5117

3000817 茨城県土浦市永国879-6

○

0830331880

医療法人 ナカジマ矯正歯科クリニック

ナカジマ矯正歯科クリニック

029-823-8818

3000034 茨城県土浦市港町2-1-13

○

0830331898

野木 隆久

のぎ歯科

029-843-8846

3000843 茨城県土浦市中村南1-1-16

○

0830331922

医療法人社団 康寧会

医療法人社団康寧会 すこやか歯科

029-835-6110

3000815 茨城県土浦市中高津1-10-34

○

0830430096

-

中根歯科医院

0280-32-2675

3060011 茨城県古河市東4-19-12

○

0830430161

-

中川歯科医院

028032-4020

3060023 茨城県古河市本町3-1-34

○

0830430179

-

関口歯科医院

0280-32-0523

3060013 茨城県古河市東本町1-10-4

○

0830430187

-

橋本歯科医院

0280-22-0079

3060022 茨城県古河市横山町1-8-37

○

0830430195

-

小林歯科医院

0280-22-1188

3060034 茨城県古河市長谷町1-14

○

0830430211

-

新井歯科医院

0280-32-0707

3060023 茨城県古河市本町1-3-16

○

0830430229

-

小野寺歯科医院

0280-32-1263

3060011 茨城県古河市東1-6-26

○

0830430237

-

斉藤歯科医院

0280-32-0227

3060011 茨城県古河市東1-5-12

○

0830430294

-

伊地知歯科医院

0280-32-0932

3060053 茨城県古河市中田1286-9

○

0830430328

-

奥富歯科医院

0280-48-2231

3060041 茨城県古河市鴻巣1121

○

0830430351

-

大塚歯科医院

0280-32-8303

3060011 茨城県古河市東3-15-8

○

0830430377

-

森田歯科医院

0280-32-6490

3060011 茨城県古河市東4-1-3

○

0830430385

-

若松歯科医院

0280-48-4184

3060044 茨城県古河市新久田197-17

○

0830430435

-

藤澤歯科医院

0280-32-8787

3060013 茨城県古河市東本町3-13-7

○

0830430468

医療法人社団彩虹会

酒井歯科医院

0280-48-3455

3060053 茨城県古河市中田711

○

0830430476

-

三井歯科医院

0280-48-3161

3060052 茨城県古河市大山696-1

○

0830430484

-

長澤歯科医院

0280-22-4181

3060033 茨城県古河市中央町3-3-5-1

○

0830430492

-

めぐみ歯科クリニック

0280-32-4723

3060023 茨城県古河市本町3-21-15

○

0830430500

-

三愛歯科医院

0280-32-5121

3060013 茨城県古河市東本町1-7-20M.K共同ﾋﾞﾙ2F

○

0830430518

-

小倉歯科医院

0280-22-4545

3060033 茨城県古河市中央町1-5-3

○

0830430575

医療法人健歩会

旭歯科医院

0280-31-8560

3060012 茨城県古河市旭町1-9-28 旭ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾑ101

○

0830430591

-

矢島歯科医院

0280-22-6480

3060025 茨城県古河市原町9-56

○

0830430617

-

荻野歯科医院

0

3060033 茨城県古河市中央町2-3-49

○

0830430641

-

寛友会 歯科クリニック

0280-31-3177

3060023 茨城県古河市本町1-2-1

○

0830430708

寬友会歯科クリニック

寬友会歯科クリニック

0280-31-3177

3060023 茨城県古河市本町1-2-1

○

0830430716

医療法人 茨城愛心会

古河病院

0280-47-1010

3060041 茨城県古河市鴻巣1555

○

0830430724

-

長浜久能歯科医院

0

3060212 茨城県古河市久能506-2

○

0830430732

-

河口歯科医院

0

3060205 茨城県古河市関戸1355

○

0830430740

-

長浜歯科医院

(空白)

3060234 茨城県古河市上辺見２０６３－１０

○

0830430757

-

加藤歯科医院

0

3060233 茨城県古河市西牛谷1415

○

0830430765

-

白土歯科医院

0

3060233 茨城県古河市西牛谷1190-5

○

0830430773

-

福田歯科医院

0

3060204 茨城県古河市下大野1936-7

○

0830430781

-

鈴木歯科医院

0

3060226 茨城県古河市女沼東原313-6

○

0830430799

-

丸山歯科医院

(空白)

3060234 茨城県古河市上辺見２－２９５５

○

0830430807

-

林歯科医院

3060205 茨城県古河市関戸729-14

○

0830430815

-

みなみ歯科医院

(空白)

3060235 茨城県古河市下辺見２４６０

○

0830430823

-

小森谷歯科医院

0280-92-6662

3060204 茨城県古河市下大野2161-3

○

0

0830430831

-

医療法人 吉田歯科医院

0

3060222 茨城県古河市釈迦390-1

○

0830430849

-

医療法人 安喰歯科医院

0

3060201 茨城県古河市上大野2288-14

○

0830430856

-

わたなべ歯科クリニック

0

3060226 茨城県古河市女沼943-2

○

0830430864

-

かわまた歯科医院

0280-92-8915

3060221 茨城県古河市駒羽根大橋870-5

○

0830430898

-

佐藤くみ歯科クリニック

0280-33-1841

3060234 茨城県古河市上辺見２５０２

○

0830430955

-

高木歯科医院

0

3060126 茨城県古河市諸川1248-1

○

0830430963

-

高尾歯科医院

0

3060113 茨城県古河市谷貝885-3

○

0830430971

-

グリーン歯科医院

0280-76-7330

3060125 茨城県古河市仁連1932-4

○

0830430989

-

東歯科医院

0

3060101 茨城県古河市尾崎5610-5

○

0830430997

-

さいとう歯科医院

0

3060112 茨城県古河市東山田4035-10

○

0830431003

-

三和歯科

0280-77-0555

3060121 茨城県古河市駒込920-70

○

0830431029

盧 東錫

あいび歯科医院

0280-75-2188

3060126 茨城県古河市諸川855-3

○

0830431037

医療法人 学真会

鈴木歯科医院

0280-76-2331

3060126 茨城県古河市諸川2522-31

○

0830431078

岩田 一成

ネーブル歯科クリニック

0280-93-0298

3060226 茨城県古河市女沼714-5

○

0830431086

八木原 敦史

ファミリー歯科医院

0280-76-1446

3060101 茨城県古河市尾崎5372番地

○

0830431102

医療法人 亮美会 理事長 緒方 順治

医療法人亮美会緒方歯科医院

0280-32-8550

3060021 茨城県古河市松並1-22-10

○

0830431110

池田 大造

アップル歯科クリニック

0280-31-6480

3060021 茨城県古河市松並2-18-10 ﾏｰｹｯﾄｼﾃｨ古河

○

0830530168

-

比企歯科医院

0299-26-1456

3150033 茨城県石岡市東光台1-6-31

○

0830530218

-

江橋歯科医院

0299-24-1858

3150018 茨城県石岡市若松1-12-12

○

0830530267

-

町田歯科医院

0299-22-2464

3150013 茨城県石岡市府中1-5-5

○

0830530291

-

中村歯科医院

0299-22-2228

3150015 茨城県石岡市貝地2-10-35

○

0830530309

-

福田歯科医院

0299-22-2110

3150014 茨城県石岡市国府4-3-47

○

0830530317

-

岩田歯科医院

0299-22-5855

3150018 茨城県石岡市若松2-10-10

○

0830530325

-

幕内歯科医院

0299-24-0323

3150013 茨城県石岡市府中1-2-32

○

0830530333

-

冨田歯科医院

0299-26-6677

3150037 茨城県石岡市東石岡3-4-19

○

0830530432

-

旭台歯科診療所

0299-26-7888

3150038 茨城県石岡市旭台3-20-3

○

0830530457

医療法人社団 雄愛会

いとう歯科医院

0299-26-8088

3150038 茨城県石岡市旭台1-16-24

○

0830530481

-

湖北歯科医院

0299-22-2279

3150041 茨城県石岡市田島2-6-3

○

0830530515

-

親見歯科医院

0299-24-4182

3150005 茨城県石岡市鹿の子2-2701-2

○

0830530523

-

加藤歯科医院

0299-24-2222

3150001 茨城県石岡市石岡3165-5

○

0830530556

-

あおば歯科

0299-26-0992

3150035 茨城県石岡市南台2-6-1

○

0830530564

医療法人社団 清佑会

大志堂歯科

0299-23-1535

3150014 茨城県石岡市国府1-2-29

○

0830530572

-

吉田歯科医院

0299-22-2209

3150027 茨城県石岡市杉並1-5-61

○

0830530606

掛札 寿一

掛札歯科医院

0299-28-0270

3150035 茨城県石岡市南台３－３４－２０

○

0830530648

-

田中歯科医院

0

3150164 茨城県石岡市小屋2134-60

○

0830530655

-

枝歯科医院

0

3150116 茨城県石岡市柿岡1860-4

○

0830530689

医療法人 元気会

滝田内科歯科クリニック

0299-43-0019

3150116 茨城県石岡市柿岡１９７４

○

0830530697

足立 宗行

あだち歯科医院

0299-36-4182

3150164 茨城県石岡市小屋６６－１

○

0830530713

医療法人心和会 長谷川歯科医院

医療法人心和会長谷川歯科医院

0299-59-6161

3150048 茨城県石岡市三村2604-5

○

0830530721

平井 豊

平井歯科医院

0299-22-2473

3150014 茨城県石岡市国府3-2-19

○

0830530739

福田 真之

福田歯科医院

0299-26-3257

3150045 茨城県石岡市高浜825-15

○

0830530747

小松崎 豊

小松崎歯科医院

0299-22-3282

3150013 茨城県石岡市府中1-10-21

○

0830630232

-

堀江歯科医院

0296-24-8855

3080847 茨城県筑西市玉戸987-14

○

0830630364

-

渡辺歯科医院

0

3080053 茨城県筑西市外塚821

○

0830630380

-

海老澤歯科医院

0

3080845 茨城県筑西市西方1775-9

○

0830630398

-

中山歯科診療所

0296-25-0036

3080825 茨城県筑西市下中山407-6

○

0830630406

-

上村歯科医院

0296-28-5363

3080847 茨城県筑西市玉戸幸町2-31-18

○

0830630414

-

堤歯科医院

0296-24-5005

3080021 茨城県筑西市甲13-9

○

0830630430

-

菊池歯科医院

0296-28-3077

3080846 茨城県筑西市布川308

○

0830630448

-

神明歯科医院

0296-22-6855

3080041 茨城県筑西市乙356-2

○

0830630471

吉川 昭嘉

吉川歯科医院

0296-24-4922

3080005 茨城県筑西市中舘88-1

○

0830630489

-

石塚歯科医院

0296-28-3262

3080853 茨城県筑西市伊讃美下原780-2

○

0830630497

-

酒井歯科医院

0296-28-1313

3080853 茨城県筑西市伊讃美中原775-3

○

0830630521

-

にいや歯科医院

0296-24-8080

3080826 茨城県筑西市下岡崎498-3

○

0830630539

-

高野歯科医院

0296-25-1662

3080000 茨城県下館市田中町丙156-6

○

0830630562

医療法人社団 康新会

開倫堂歯科

0296-25-2032

3080031 茨城県筑西市丙210

○

0830630570

-

おにざわ歯科医院

0296-25-6480

3080847 茨城県筑西市玉戸1527-14

○

0830630588

-

一木歯科医院

0296-22-2457

3080021 茨城県筑西市甲12

○

0830630596

-

下館南クリニック 内科・歯科

0296-25-0555

3080841 茨城県筑西市二木成843-1

○

0830630604

-

山田歯科医院

0296-25-3100

3080847 茨城県筑西市玉戸1339-1

○

0830630646

-

村井歯科

0296-25-0871

3080841 茨城県筑西市二木成981

○

0830630653

-

ことう歯科クリニック

3080855 茨城県筑西市下川島826-37

○

0830630661

-

津田歯科医院

0296-25-5175

3080041 茨城県筑西市乙530-2

○

0830630687

-

永盛歯科医院

0296-24-5581

3080005 茨城県筑西市中舘16

○

0830630703

-

さいとう歯科医院

0296-25-3666

3080021 茨城県筑西市甲281-4

○

0830630729

-

小川医院

0296-28-0151

3080857 茨城県筑西市小川1455-9

○

0830630737

-

野口歯科医院

0296-25-4545

3080827 茨城県筑西市市野辺266-3

○

0830630745

-

加藤歯科医院

0296-28-8217

3080867 茨城県筑西市西山田２５５－１

○

0830630760

山口 和郎

山口歯科クリニック

0296-23-3663

3080837 茨城県筑西市嘉家佐和1924-1

○

0830630778

医療法人社団 康新会

医療法人社団康新会 武内歯科

0296-25-2032

3080826 茨城県筑西市下岡崎１６２番地

○

0830630786

鈴木 英男

下館歯科医院

0296-25-0181

3080841 茨城県筑西市二木成１３５８ みずじビル１Ｆ

○

0830630794

鈴木 清史

きらら歯科医院

0296-26-8811

3080847 茨城県筑西市玉戸１０６５－１

○

0830630836

-

小林歯科医院

0

3080104 茨城県筑西市木戸241

○

0830630893

-

飯島歯科医院

0

3004515 茨城県筑西市倉持1113

○

0830630919

-

清水歯科医院

(空白)

3004517 茨城県筑西市海老ケ島９５１番地

○

0830630927

-

ひろせ歯科医院

0

3004517 茨城県筑西市海老ケ島1725-5

○

0830630943

-

医療法人社団青峰会 わかば歯科

0296-52-4811

3004517 茨城県筑西市海老ケ島754-4

○

0830630950

-

坂寄歯科医院

0296-52-1118

3004513 茨城県筑西市中根519

○

0830631008

-

協和歯科医院

0

3091115 茨城県筑西市蓮沼166-8

○

0830631057

医療法人 安真会

いいだ歯科医院

0296-37-8222

3080112 茨城県筑西市藤ケ谷1658-23

○

0830631065

医療法人 山口歯科クリニック

医療法人山口歯科クリニック

0296-23-3663

3080837 茨城県筑西市嘉家佐和1924-1

○

0830631099

-

医療法人恵潤会つるみ歯科医院

0296-52-6482

3004517 茨城県筑西市海老ケ島７２６番地３

○

0

0830631107

医療法人 梨栄会

医療法人梨栄会 梨の木デンタルクリニック

0296-20-3651

3080127 茨城県筑西市関本下１９４３番地１

○

0830631115

池内 誠

いけうちデンタルクリニック

0296-20-1551

3080803 茨城県筑西市直井1039-1

○

0830631123

今井 厚子

いまい歯科

0296-25-7566

3080031 茨城県筑西市丙205-2 レジデンスミマス2B

○

0830730099

-

鈴木歯科医院

0296-32-5585

3070001 茨城県結城市結城1168

○

0830730115

-

神明橋歯科医院

0296-32-0022

3070001 茨城県結城市結城12021

○

0830730131

-

須藤歯科クリニック

0296-32-8241

3070001 茨城県結城市結城逆井

○

0830730149

-

城南歯科医院

0296-32-8881

3070000 茨城県結城市新福寺5-3-1

○

0830730164

-

星野デンタルクリニック

0296-32-8841

3070002 茨城県結城市大谷瀬271

○

0830730172

医療法人医心会

城西歯科医院

0296-32-9141

3070001 茨城県結城市結城10745-24

○

0830730180

-

玉岡歯科医院

0296-33-5965

3070001 茨城県結城市結城1958-2

○

0830730214

-

曽雌歯科医院

0296-33-0418

3070001 茨城県結城市結城5832-4

○

0830730222

-

かいだ歯科医院

0296-33-0585

3070001 茨城県結城市結城13622-1

○

0830730263

-

三木歯科医院

0296-32-8118

3070015 茨城県結城市鹿窪1305-99

○

0830730271

-

高島歯科医院

0296-35-3348

3070028 茨城県結城市今宿1083-7

○

0830730289

-

白石歯科医院

0296-33-0024

3070000 茨城県結城市作の谷9284-10

○

0830730297

-

鹿島歯科医院

0296-32-4005

3070001 茨城県結城市結城7-511

○

0830730362

-

館野歯科クリニック

0296-33-1184

3070001 茨城県結城市結城黒田12714

○

0830730370

-

河野歯科医院

0296-32-6100

3070001 茨城県結城市結城1572

○

0830730388

-

歯科口腔外科保坂クリニック

0296-33-8020

3070001 茨城県結城市結城139

○

0830730404

-

にこにこ歯科

0296-20-8633

3070001 茨城県結城市結城繁昌塚9143-2

○

0830730420

-

ふれあい歯科医院

0296-35-0098

3070038 茨城県結城市七五三場２６５－５

○

0830730446

大木博之

結城デンタルクリニック

0296-20-8249

3070001 茨城県結城市結城健田１２７３４－１

○

0830730453

渡邊 伸哉

わたなべ歯科医院

0296-34-8811

3070006 茨城県結城市五助２４２７

○

0830730461

奥澤 拓也

おくざわ歯科

0296-32-2656

3070001 茨城県結城市結城9858-19

○

0830830139

-

富塚歯科医院

0297-62-0204

3010011 茨城県龍ケ崎市横町4242

○

0830830147

-

野上歯科医院

0297-62-0707

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町595-1

○

0830830170

-

中沢歯科医院

0297-62-8148

3010824 茨城県龍ケ崎市下町4910

○

0830830196

-

大貫歯科医院佐貫診療所

0297-66-1507

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町1164-4

○

0830830220

-

野村歯科医院

0297-64-1182

3010839 茨城県龍ケ崎市出し山町145

○

0830830279

-

島田歯科医院

0297-64-3315

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3995 山栄ﾋﾞﾙ2階

○

0830830295

-

長島歯科医院

0297-66-3121

3010032 茨城県龍ケ崎市佐貫1-12-3

○

0830830402

-

秋山診療所

0297-64-1651

3010811 茨城県龍ケ崎市宮渕町崎市宮渕101

○

0830830444

-

飯岡歯科医院

0297-66-8140

3010033 茨城県龍ケ崎市佐貫町748

○

0830830469

-

平台歯科医院

0297-65-0648

3010003 茨城県龍ケ崎市平台2-9-14

○

0830830485

-

藤橋歯科医院

0297-64-9440

3010813 茨城県龍ケ崎市新町4638-1

○

0830830493

医療法人社団 佑志会

飯島歯科医院

0297-66-6488

3010033 茨城県龍ケ崎市佐貫町489-25

○

0830830501

-

河井歯科医院

0297-65-2718

3010033 茨城県龍ケ崎市佐貫町560-3

○

0830830550

-

兼坂歯科医院 竜ケ崎診療所

0297-64-1070

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町6180-2

○

0830830576

-

今美歯科

0297-64-8007

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘7-1-8

○

0830830592

-

あだち歯科医院

0297-64-7888

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後横町3589-1

○

0830830600

-

大澤歯科医院

3010002 茨城県龍ケ崎市中根台4-1-24

○

0297-65-1

0830830626

-

菊地歯科医院

0297-64-7182

3010023 茨城県龍ケ崎市羽黒町256

○

0830830683

塩谷 公貴

ノエル歯科医院

0297-64-9353

3010837 茨城県龍ケ崎市根町３６３５ 小形ビル２Ｆ

○

0830830709

檜垣 壮一郎

中根台歯科クリニック

0297-60-8333

3010002 茨城県龍ケ崎市中根台２－１３－３０

○

0830830717

牧 浩寿

牧歯科医院

0297-63-0118

3010853 茨城県龍ケ崎市松ケ丘4-2-14

○

0830830725

櫻井 英人

ふたば歯科クリニック

0297-60-8218

3010043 茨城県龍ケ崎市松葉１－２－１

○

0830830733

中込 竜生

りゅうがおか歯科医院

0297-63-0500

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘４－５－１２

○

0830830741

河合 竜志

けやき歯科クリニック

0297-60-8228

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町沖餅１７４１－６

○

0830830758

医療法人社団 弘快会

小野瀬歯科医院

0297-62-0130

3010012 茨城県龍ケ崎市上町４２４８－１

○

0830830766

飯田 真由美

飯田矯正歯科クリニック

0297-66-7301

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町２５５８

○

0830830790

片岡 愛

片岡歯科医院

0297-66-1144

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町1001-7

○

0830830808

-

大澤歯科医院

0297-65-1313

3010002 茨城県龍ケ崎市中根台４－１－２４

○

0830830816

-

さとる歯科

0297-65-8214

3010003 茨城県龍ケ崎市平台４－４－１３

○

0830830824

金川 良隆

緑のまち歯科クリニック

0297-64-0018

3010832 茨城県龍ケ崎市緑町１７－１

○

0830830832

根本 啓行

根本歯科室

0297-61-5518

3010032 茨城県龍ケ崎市佐貫１－９－８

○

0830830840

山崎 孝明

松ヶ丘歯科医院

0297-64-6131

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘5-1-11

○

0831030101

-

橋詰歯科医院

0296-44-3871

3040068 茨城県下妻市下妻丁219-1

○

0831030143

-

飯村歯科医院

0296-43-6557

3040062 茨城県下妻市下妻戊446

○

0831030192

-

石浜歯科医院

0296-43-1806

3040031 茨城県下妻市高道祖4612-1

○

0831030226

-

飯塚歯科医院

0296-44-3830

3040068 茨城県下妻市下妻丁仲町丁268

○

0831030275

-

おおき歯科医院

0296-44-6777

3040062 茨城県下妻市下妻戊431

○

0831030317

医療法人 恵歯会

西町歯科

0296-43-6155

3040067 茨城県下妻市下妻乙市下妻123-1

○

0831030333

-

あおぞら歯科医院

0296-45-0814

3040056 茨城県下妻市長塚554-1

○

0831030366

医療法人社団 芳樹会

医療法人社団芳樹会え歯科医院

0296-45-0826

3040002 茨城県下妻市江１５７２－４

○

0831030374

水上 正人

第一歯科

0296-43-1190

3040033 茨城県下妻市堀篭1489-6

○

0831030416

-

千代川歯科診療所

0296-43-6110

3040814 茨城県下妻市宗道85

○

0831030424

-

中川歯科医院

0296-52-6482

3040067 茨城県下妻市下妻乙３２３－５

○

0831130083

-

秋場歯科医院

0297-22-0646

3030023 茨城県常総市水海道宝町3380

○

0831130109

-

飯塚歯科医院

0297-22-0174

3030023 茨城県常総市水海道宝町2848-1

○

0831130158

-

藍歯科矯正歯科医院

0297-23-5588

3030031 茨城県常総市水海道山田町4541-1

○

0831130190

-

須賀歯科医院

0297-24-5159

3030041 茨城県常総市豊岡町乙974-6

○

0831130224

-

長塚歯科医院

0297-23-2544

3030003 茨城県常総市水海道橋本町3623-1

○

0831130273

-

北村こどもの歯科

0297-22-0522

3030024 茨城県常総市水海道栄町2698-1

○

0831130299

-

豊岡歯科クリニック

0297-24-3748

3030041 茨城県常総市豊岡町丙2910-8

○

0831130323

-

森下歯科医院

0297-23-0036

3030005 茨城県常総市水海道森下町4408-1

○

0831130349

-

大串歯科医院

0297-22-0331

3030021 茨城県常総市水海道諏訪町3303-14

○

0831130356

-

中妻歯科医院

0297-22-7777

3002505 茨城県常総市中妻町2610-3

○

0831130372

-

なかた歯科

0297-22-5533

3030031 茨城県常総市水海道山田町4776-3

○

0831130380

-

高田歯科医院

0297-22-0045

3030023 茨城県常総市水海道宝町2762-3

○

0831130414

-

みなば歯科医院

3002706 茨城県常総市新石下寿町3482

○

0831130448

-

秋葉歯科医院

0297-43-7567

3002746 茨城県常総市鴻野山339-1

○

0831130455

-

生井歯科医院

0

3002706 茨城県常総市新石下3832

○

0

0831130505

-

山本歯科医院

0297-42-7551

3002721 茨城県常総市篠山222-1

○

0831130513

所 之雄

やまと歯科クリニック

0297-42-0881

3002706 茨城県常総市新石下３９６３－２

○

0831130539

-

医療法人社団桜風会桜井歯科医院

0297-23-4182

3030022 茨城県常総市水海道淵頭町２９０５番地の９

○

0831130547

鈴木 寛治

石下セントラル歯科クリニック

0297-42-0418

3002706 茨城県常総市新石下926

○

0831173088

池田 佳光

わかば歯科医院

029-772-2027

3020013

0831230123

-

福地歯科 第二医院

0294-72-5118

3130013 茨城県常陸太田市山下町1205-5

○

0831230198

-

橋本歯科医院

0294-72-1811

3130042 茨城県常陸太田市磯部町1123-1(1123-3)

○

0831230222

-

藤井病院

0294-72-5511

3130016 茨城県常陸太田市金井町3670

○

0831230248

-

成井歯科医院

0294-73-0118

3130004 茨城県常陸太田市馬場町933

○

0831230263

-

梶山歯科クリニック

0294-73-1801

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町上軍田928-9

○

0831230271

-

永井歯科クリニック

0294-73-1180

3130064 茨城県常陸太田市寿町501-1

○

0831230297

-

薄井歯科医院

0294-72-0271

3130055 茨城県常陸太田市西二町2204-1

○

0831230313

-

はたそめ歯科医院

0294-70-2552

3130025 茨城県常陸太田市幡町1914-7

○

0831230362

-

小澤歯科医院

0

3130125 茨城県常陸太田市大里町3645-1

○

0831230388

-

富永歯科医院

0

3130221 茨城県常陸太田市国安町木の下1620-1

○

0831230396

-

小林医院歯科

0

3130213 茨城県常陸太田市町田町2095

○

0831230412

常陸太田市 常陸太田市長 渡辺 龍一

常陸太田市里美歯科診療所

0294-82-2719

3110505 茨城県常陸太田市大中町1926-5

○

0831230420

黒田 周一

コスモ歯科医院

0294-72-7141

3130062 茨城県常陸太田市塙町3601

○

0831430046

-

鈴木歯科医院

0293-22-4515

3180021 茨城県高萩市安良川114-1

○

0831430111

-

沼田歯科医院

0293-22-3272

3180031 茨城県高萩市春日町2-1

○

0831430137

-

横山歯科医院

0293-23-7311

3180032 茨城県高萩市大和町3-37-1

○

0831430145

-

菊池歯科医院

0293-23-6811

3180012 茨城県高萩市有明町1-10

○

0831430210

-

かんべ歯科医院

0293-24-4322

3180003 茨城県高萩市下手綱鍋田1485-8

○

0831430244

-

立花歯科医院

0293-23-0381

3180014 茨城県高萩市東本町1-74

○

0831430269

-

若松歯科医院

0293-22-2417

3180032 茨城県高萩市大和町1-27

○

0831430277

今川 隆

いまがわ歯科医院

0293-22-1971

3180033 茨城県高萩市本町１－５２－２

○

0831430293

茂又 宏徳

茂又歯科医院

0293-22-3322

3180033 茨城県高萩市本町4-250

○

0831430301

医療法人 宗作会

滝川歯科医院

0293-20-5777

3180031 茨城県高萩市春日町2-64

○

0831530100

-

久保田歯科医院

0293-42-0103

3191542 茨城県北茨城市磯原町本町1-7-1

○

0831530209

-

加藤歯科医院

0293-42-0223

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1-136

○

0831530225

医療法人社団究歯会

北茨城歯科医院

0293-46-6103

3191712 茨城県北茨城市関南町里根川20-6

○

0831530233

医療法人社団究歯会

中郷歯科医院

0293-43-3268

3191552 茨城県北茨城市中郷町足洗

○

0831530258

-

こまつ歯科医院

0293-46-7232

3191704 茨城県北茨城市大津町北町1-7-9

○

0831530274

-

たかしま歯科クリニック

0293-43-6800

3191557 茨城県北茨城市中郷町松井109-3

○

0831530282

-

大平歯科クリニック

0293-42-8241

3191543 茨城県北茨城市磯原町豊田一本杉905-1

○

0831530290

-

大津港歯科クリニック

0293-30-2233

3191723 茨城県北茨城市関本町関本中1587-14

○

0831530308

-

佐藤歯科医院

0293-30-1876

3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2882-1

○

0831530332

宇佐美 泰男

宇佐美歯科

0293-42-5388

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原２－５

○

0831530340

野口 量平

のぐち歯科

0293-42-8550

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原72-3

○

0831630082

-

神里歯科医院

0296-72-0177

3091611 茨城県笠間市笠間1256

○

0831630181

-

つなかわ歯科医院

0296-72-7127

3091611 茨城県笠間市笠間1958

○

茨城県取手市台宿２－１５－２５ マクタハイ
ム１０２

○

0831630199

-

湊歯科医院

0296-72-1818

3091613 茨城県笠間市石井1025-1

○

0831630223

-

中村歯科医院

0296-72-4182

3091611 茨城県笠間市笠間1717-2

○

0831630249

-

かさま歯科

0296-72-7737

3091611 茨城県笠間市笠間1542-5

○

0831630256

沼崎 一郎

稲田歯科診療所

0296-74-2570

3091635 茨城県笠間市稲田８４２－２

○

0831630264

松井 慎太郎

松井歯科医院

0296-71-0840

3091611 茨城県笠間市笠間１４５８－２

○

0831630280

-

片岡歯科医院

0296-77-0054

3091705 茨城県笠間市東平2-7-2

○

0831630298

-

清宮歯科医院

999-999-9999

3091722 茨城県笠間市平町1720-31

○

0831630306

-

清浦歯科

0296-77-9025

3091721 茨城県笠間市橋爪927

○

0831630322

-

村上歯科医院

2

3091736 茨城県笠間市八雲1-3-12

○

0831630330

-

木下歯科医院

2

3091717 茨城県笠間市旭町217-8

○

0831630348

-

奥田歯科医院

0296-78-2355

3091717 茨城県笠間市旭町327-1

○

0831630355

-

智晴歯科医院

0296-78-2732

3091734 茨城県笠間市南友部388-15

○

0831630363

-

たち歯科

2

3091736 茨城県笠間市八雲2-1181-17

○

0831630371

-

赤津歯科

0296-78-9062

3091712 茨城県笠間市長兎路525-1

○

0831630397

-

あさひ歯科クリニック

2

3091717 茨城県笠間市旭町92-4

○

0831630405

-

仲田歯科医院

2

3190202 茨城県笠間市下郷4425-15

○

0831630413

-

大沢歯科

2

3190202 茨城県笠間市下郷4542-136

○

0831630421

-

中山歯科医院

2

3190202 茨城県笠間市下郷4087-1

○

0831630439

-

菅谷歯科医院

0299-45-8360

3190205 茨城県笠間市押辺513

○

0831630447

-

斎藤歯科医院

0299-45-5581

3190209 茨城県笠間市泉2073

○

0831630454

-

出久根歯科医院

2

3190202 茨城県笠間市下郷4074-1

○

0831630470

-

あべ歯科クリニック

2

3190209 茨城県笠間市泉2100-3

○

0831630496

-

かわぐち歯科医院

029-670-5567

3091716 茨城県笠間市住吉堀ノ内1484-3

○

0831711112

医療法人社団 恵桜会

医療法人社団 恵桜会 ひまわり歯科クリニッ
ク

0297-70-5061

3020000 茨城県取手市寺田6357

○

0831730239

-

中島歯科クリニック

0297-78-6688

3020034 茨城県取手市戸頭6-32-28

○

0831730288

-

保母メディコデンタルクリニック

0297-78-6373

3020034 茨城県取手市戸頭4-7-29

○

0831730346

-

かずま歯科医院

0297-74-4503

3020023 茨城県取手市白山6-23-7

○

0831730361

-

永野歯科医院

0297-78-7337

3020034 茨城県取手市戸頭2-42-26

○

0831730551

-

橋中歯科医院

0297-78-3321

3020032 茨城県取手市野々井前原136-19

○

0831730577

-

大崎歯科クリニック

0297-74-3939

3020006 茨城県取手市青柳1579-1

○

0831730585

-

堤歯科医院

0297-73-6480

3020011 茨城県取手市井野1-7-10

○

0831730627

麻生 明彦

麻生歯科医院

0297-73-0512

3020004 茨城県取手市取手2-5-8

○

0831730635

-

取手中央タウン歯科医院

0297-72-9991

3020025 茨城県取手市西2-4-8

○

0831730676

-

総合病院取手協同病院

0297-74-5551

3020022 茨城県取手市本郷2-1-1

○

0831730775

福田 守弘

福田歯科医院

0297-74-8420

3020001 茨城県取手市小文間４４０１－１

○

0831730791

根本有一

根本歯科医院

0297-72-0135

3020004 茨城県取手市取手２－８－９

○

0831730809

医療法人 健歯会

アイ歯科医院

0297-74-1861

3020024

0831730817

医療法人社団 昭洋会

萩原デンタルクリニック

0297-78-7671

3020034 茨城県取手市戸頭3-2-9

○

0831730841

勝田 洋正

井野歯科クリニック

0297-72-7172

3020005 茨城県取手市東６－３７－３

○

0831730858

池田 佳光

わかば歯科医院

0297-72-2027

3020013 茨城県取手市台宿2-15-25 マクタハイム102

○

0831730866

押田医院歯科

押田医院歯科

029-821-0321

3020004

茨城県取手市取手３丁目４－１５取手クリニッ
クビル２Ｆ－２

○

茨城県取手市新町2-2-8取手パークハイツ
102

○

0831730890

-

植竹歯科医院

0831730916

-

さくらい歯科医院

0831730924

-

近藤歯科医院

0831730932

-

0831730965

0

3001514 茨城県取手市宮和田381

○

3001512 茨城県取手市藤代３６５－１

○

0

3001513 茨城県取手市片町358-4

○

高野歯科医院

0

3001531 茨城県取手市小浮気405

○

医療法人社団 徳秀会

飯塚歯科医院

0297-83-6366

3001506 茨城県取手市上萱場２１５５

○

0831730973

鴨志田哲也

かもした歯科クリニック

0297-82-6874

3001512 茨城県取手市藤代７７７－２

○

0831730981

医療法人社団 佳修会 小川歯科医院

医療法人社団 佳修会 小川歯科医院

0297-83-6588

3001514 茨城県取手市宮和田９９８－５

○

0831730999

外苑歯科藤代デンタルクリニック

外苑歯科藤代デンタルクリニック

0297-83-8849

3001514 茨城県取手市宮和田1268

○

0831731005

医療法人 博心会

ペガサスデンタルクリニック

0297-82-5552

3001525 茨城県取手市桜が丘1-17-5

○

0831731013

医療法人 清美会

医療法人清美会戸頭歯科クリニック

0297-79-0648

3020034 茨城県取手市戸頭6-30-4-102

○

0831731021

木村 愼一

ホワイト歯科

0297-83-8160

3001516 茨城県取手市藤代南3-11-13

○

0831731070

松崎 聡司

しんとりで歯科

0297-70-0118

3020031 茨城県取手市新取手1-3-14

○

0831731104

医療法人社団 和晃会

医療法人社団 和晃会 ボックスヒル歯科

0297-70-5066

3020014 茨城県取手市中央町2-5取手ﾎﾞｯｸｽﾋﾙ5階

○

0831731120

小出 主税

スマイルCK歯科クリニック

0297-72-7191

3020005 茨城県取手市東3-1-27

○

0831731138

坂寄 恵

坂寄歯科医院

0297-82-4160

3001512 茨城県取手市藤代503

○

0831830054

-

加藤歯科医院

0297-35-2846

3060631 茨城県坂東市岩井4678-1

○

0831830096

-

木村歯科医院

0297-35-2459

3060631 茨城県坂東市岩井篠山西5015-5

○

0831830153

-

梅沢歯科医院

0297-34-3544

3060654 茨城県坂東市上出島南原1152

○

0831830203

-

吹上歯科医院

0297-34-3388

3060654 茨城県坂東市上出島484-3

○

0831830229

-

くらもち歯科医院

0297-35-6407

3060632 茨城県坂東市辺田1144-54

○

0831830237

-

高野歯科医院

0297-35-2120

3060631 茨城県坂東市岩井4322-8

○

0831830245

-

神田山歯科クリニック

0297-36-0605

3060617 茨城県坂東市神田山1427-1

○

0831830252

-

仁平歯科医院

0297-35-0607

3060631 茨城県坂東市岩井2228-6

○

0831830286

医療法人社団健光会

白鳥歯科クリニック

0297-35-8007

3060632 茨城県坂東市辺田995-1

○

0831830310

-

藤井歯科診療所

0297-35-0436

3060631 茨城県坂東市岩井4368-1

○

0831830344

倉持 一成

おおくら歯科医院

0297-36-1755

3060632 茨城県坂東市辺田１４０２－８３

○

0831830385

-

さくら歯科

0297-440021

3060515 茨城県坂東市沓掛３３２７－１

○

0831830401

-

清水丘診療所

0280-88-1014

3060501 茨城県坂東市逆井4112

○

0831830419

加藤 昌裕

加藤歯科医院

0297-35-2846

3060631 茨城県坂東市岩井4678-1

○

0831830435

真中 美恵子

真中歯科医院

0297-35-1168

3060631 茨城県坂東市岩井4657-1

○

0831830450

医療法人社団 健美会

医療法人社団 健美会 いわいグリーン歯科

0297-47-5151

3060632

0831830468

医療法人社団 梨生会

医療法人社団 梨生会 ヨークファミリー歯科

0297-35-8118

3060632 茨城県坂東市辺田1104-1 ﾖｰｸﾀｳﾝ坂東M棟

○

0831930094

-

森谷歯科医院

0298-74-2202

3001222 茨城県牛久市南4-45-15

○

0831930102

-

志賀歯科クリニック

0

3001233 茨城県牛久市栄町3-65-3

○

0831930136

-

深澤歯科

0298-74-1655

3001217 茨城県牛久市さくら台1-16-5

○

0831930185

-

宮本歯科医院

0298-73-8336

3001211 茨城県牛久市柏田町3047-11

○

0831930227

-

飯島歯科医院

0298-74-2731

3001234 茨城県牛久市中央4-2-1

○

0831930250

-

おさか歯科クリニック

0298-74-5566

3001145 茨城県牛久市小坂町1939-18

○

0831930268

-

上町飯島歯科医院

0298-73-8000

3001221 茨城県牛久市牛久町2479-2

○

0831930342

医療法人社団秦皓会

あすなろ歯科医院

0298-73-7133

3001234 茨城県牛久市中央5-15-5

○

0831930466

-

とみた歯科医院

0298-72-8920

3001234 茨城県牛久市中央4-3-11

○

(空白)

茨城県坂東市辺田1517ｸﾞﾘｰﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
岩井店2階

○

0831930490

-

藤田歯科医院

0298-72-1074

3001205 茨城県牛久市東大和田町312

○

0831930508

医療法人社団恵祥会

河内歯科医院

0298-73-7448

3001234 茨城県牛久市中央3-22-1

○

0831930524

-

兼久歯科医院

0298-73-5858

3001233 茨城県牛久市栄町5-9-1

○

0831930573

-

アリス歯科医院

0298-73-7723

3001221 茨城県牛久市牛久町3318-31

○

0831930581

-

川崎歯科医院

0298-73-2150

3001234 茨城県牛久市中央5-1-4

○

0831930623

-

グリーンデンタルクリニック

0298-74-2111

3001222 茨城県牛久市南1-12-11

○

0831930649

医療法人社団泰晧会

あすなろ歯科医院

0298-73-7133

3001292 茨城県牛久市中央５－１５－２

○

0831930656

-

牛久歯科医院

0298-74-1748

3001211 茨城県牛久市柏田町1047-1

○

0831930698

飯泉 浄

イイズミ歯科医院

0298-70-5115

3001236 茨城県牛久市田宮町3-3-21

○

0831930706

医療法人 央翔会

中澤歯科医院

0298-72-0100

3001221

0831930722

古谷 泰延

古谷歯科クリニック

0298-71-0034

3001202 茨城県牛久市中根町４２８

○

0831930771

長岡 未佐子

ながおか歯科医院

029-874-1102

3001234 茨城県牛久市中央5-7-10

○

0831930789

加藤 義久

かとう歯科クリニック

029-872-8823

3001222 茨城県牛久市南2-3-43

○

0831930813

医療法人社団 健爾会

やました歯科・矯正歯科クリニック

029-874-8219

3001216 茨城県牛久市神谷1-52-13

○

0832030043

-

大野歯科医院

0298-56-2330

3050822 茨城県つくば市苅間1422-1

○

0832030050

-

雨宮デンタルクリニック

0298-51-5535

3050035 茨城県つくば市松代5-5-14

○

0832030076

-

大木歯科医院

0298-38-0123

3050861 茨城県つくば市谷田部2880-1

○

0832030084

-

野堀歯科医院

0298-52-3323

3050033 茨城県つくば市東新井24-19

○

0832030118

-

手代木歯科

0298-52-0930

3050035 茨城県つくば市松代4-200-1

○

0832030126

-

飯泉歯科医院

0298-36-2882

3002656 茨城県つくば市真瀬1037

○

0832030209

-

東光台歯科医院

0298-47-8148

3002635 茨城県つくば市東光台2-1-11

○

0832030225

-

小林歯科クリニック

0298-47-8333

3002647 茨城県つくば市手子生1150-5

○

0832030274

-

吉村歯科医院

0298-64-2220

3003251 茨城県つくば市佐476

○

0832030324

-

山添歯科医院

0298-51-0391

3050032 茨城県つくば市竹園3-21

○

0832030340

-

竹園歯科医院

0298-52-1460

3050032 茨城県つくば市竹園2-7-7

○

0832030357

医療法人恵歯会

医療法人恵歯会 桜ケ丘歯科センター歯科医
院

0298-52-1518

3050031 茨城県つくば市吾妻3-17-6

○

0832030423

-

ささもと歯科医院

0298-57-3251

3050003 茨城県つくば市桜3-8-2

○

0832030480

-

慶野歯科医院

0298-64-1312

3003253 茨城県つくば市大曽根2915

○

0832030522

-

廣瀬歯科医院

0298-67-0206

3004231 茨城県つくば市北条189

○

0832030613

-

加園歯科医院

0298-69-1120

3004201 茨城県つくば市寺具671-4

○

0832030779

-

井上歯科医院

0298-51-6226

3050045 茨城県つくば市梅園2-14-14

○

0832030795

-

てらかど歯科医院

0298-57-3633

3050023 茨城県つくば市上ノ室2054-1

○

0832030803

-

松代歯科医院

0298-38-0007

3050056 茨城県つくば市松野木95-4

○

0832030811

-

根本歯科クリニック

0298-64-7787

3003261 茨城県つくば市花畑2-11-2ｿﾘｵ花畑1F

○

0832030845

-

さわやか歯科医院

0298-67-4182

3004212 茨城県つくば市神郡814

○

0832030910

-

池野歯科医院

0298-38-2711

3050074 茨城県つくば市高野台2-16-8

○

0832030977

-

渡辺歯科医院

0298-51-6141

3050033 茨城県つくば市東新井18-10

○

0832030985

-

小関歯科医院

0

3002641 茨城県つくば市今鹿島

○

0832031058

-

やまぐち歯科医院

0298-64-8700

3002622 茨城県つくば市要174-4

○

0832031066

-

曽根歯科医院

0298-57-8685

3050042 茨城県つくば市下広岡清水久保746-3

○

0832031116

-

おおさわ歯科医院

0298-77-2166

3002613 茨城県つくば市西高野五十塚876-1

○

茨城県牛久市牛久町２８０ エスカード牛久４
階

○

0832031132

-

茗仁歯科診療所

0298-56-3789

3050034 茨城県つくば市小野崎782-7

○

0832031157

-

なかじま歯科医院

0298-55-1133

3050814 茨城県つくば市西平塚207-2

○

0832031165

-

いいつか歯科医院

0298-50-9005

3004204 茨城県つくば市作谷491-3

○

0832031199

医療法人 博英会

医療法人 博英会 天川歯科

0298-57-1234

3050042 茨城県つくば市下広岡７５２ー４

○

0832031280

長池 澄男

茎崎歯科医院

0298-76-1881

3001255 茨城県つくば市小茎３９２

○

0832031298

久松 雅彦

久松歯科医院

0298-76-0655

3001258 茨城県つくば市六斗１０６２－３

○

0832031306

医療法人 誠善会

岡田歯科医院

0298-42-5948

3001245 茨城県つくば市高崎蒲綱２２７７－６１

○

0832031314

片岡 正興

宝陽台歯科クリニック

0298-74-9248

3001254 茨城県つくば市宝陽台３３－８

○

0832031322

堀江 圭一

堀江歯科クリニック

0298-74-5068

3001252 茨城県つくば市高見原１－１－２０７

○

0832031330

李 孟軒

雙安歯科

0298-76-5478

3001266 茨城県つくば市自由ケ丘１６５－２８

○

0832031355

草間 朋子

草間歯科医院

0298-76-6480

3001248 茨城県つくば市若栗４１２－１

○

0832031397

正岡 朋章

正岡デンタルクリニック

0298-72-8822

3001257 茨城県つくば市明神378-25

○

0832031405

医療法人社団 佑文会

医療法人社団佑文会 つくばヘルスケア歯科
クリニック

029-860-8100

3050834 茨城県つくば市手代木１９２５－４

○

0832031421

大越 勝

大越歯科医院

029-866-0118

3004353 茨城県つくば市沼田２３３－８

○

0832031447

永田 修

永田歯科医院

029-857-4139

3050018 茨城県つくば市金田２０１８

○

0832031454

上野 美奈子

飯村医院歯科

029-867-0068

3004231 茨城県つくば市北条４３２６－２

○

0832031462

高瀬 順年

高瀬歯科医院

029-89-0082

3003257 茨城県つくば市筑穂1-12-7

○

0832031470

磯山 真也

いそやま歯科

029-872-9900

3001245 茨城県つくば市高崎1637-3

○

0832031496

なかはら歯科クリニック

なかはら歯科クリニック

029-858-5757

3050032 茨城県つくば市竹園2-16-36

○

0832031512

医療法人社団栄恵会

医療法人社団栄恵会 かつらぎ歯科クリニック

029-861-8811

3050822 茨城県つくば市苅間1712

○

0832031520

古宇田 道生

こうた歯科クリニック

029-856-4182

3050031 茨城県つくば市吾妻4-5-9

○

0832031546

御任 泰弘

竹園セントラル歯科医院

029-861-1100

3050032 茨城県つくば市竹園1-12-6

○

0832031561

大塚 奈緒美

おおつか歯科クリニック

029-864-4450

3003257 茨城県つくば市筑穂2-7-6

○

0832031587

小林 之直

こばやし歯科医院

029-850-7550

3004223 茨城県つくば市小田樋ノ口2109-3

○

0832031595

酒寄 江章

いしうち歯科医院

029-848-1888

3002645 茨城県つくば市上郷1421-4

○

0832031652

医療法人社団 和晃会

医療法人社団 和晃会 キュート歯科クリニッ
ク

029-850-4618

3050031 茨城県つくば市吾妻1-5-3 MOG1階

○

0832031660

長谷川 洋人

長谷川歯科医院

029-857-1857

3050023 茨城県つくば市上ノ室2088-3

○

0832031678

西 邦彦

西歯科医院

029-851-3110

3050044 茨城県つくば市並木4-4--2

○

0832031686

医療法人社団 遊佐歯科口腔外科クリニック

医療法人社団 遊佐歯科口腔外科クリニック

029-849-5151

3050814

0832031694

医療法人 公友会

医療法人 公友会 いんなみ歯科医院

029-871-3100

3001252 茨城県つくば市高見原1-6-126

○

0832031702

医療法人 公友会

医療法人 公友会 つくばシティアビル歯科医
院

029-852-7733

3050031 茨城県つくば市吾妻2-8-8つくばｼﾃｨｱﾋﾞﾙ301

○

0832031710

飯島 勝勲

がくえん歯科

029-863-1818

3050032 茨城県つくば市竹園2-7-11

○

0832031728

医療法人社団 洸友会

つるみ歯科医院

029-847-5505

3002662 茨城県つくば市下河原崎194-1

○

0832031736

医療法人社団 洸友会

つるみ矯正歯科

029-858-5505

3050051 茨城県つくば市二の宮1-14-41

○

0832130108

-

斉藤歯科医院

0292-63-6060

3111222 茨城県ひたちなか市海門町1-2-14

○

0832130132

-

黒沢歯科医院

029-265-7131

3111203 茨城県ひたちなか市平磯町5265

○

0832130165

-

川崎歯科医院

029-263-7700

3111207 茨城県ひたちなか市烏ケ台11859

○

0832130173

-

藤本歯科医院

029-262-4376

3111229 茨城県ひたちなか市湊中央1-11-1

○

0832130306

-

柴岡歯科医院

029-285-0038

3120002 茨城県ひたちなか市高野640-3

○

0832130322

-

杉歯科医院

029-274-4182

3120042 茨城県ひたちなか市東大島4-4-14

○

0832130355

-

本郷台歯科

029-272-8241

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3827-13

○

茨城県つくば市西平塚318-1 つくば医療ﾋﾞ
ﾚｯｼﾞ内

○

0832130397

-

豊田歯科クリニック

029-272-5266

3120057 茨城県ひたちなか市石川町1-1

○

0832130447

-

鈴木歯科医院

029-275-1771

3120042 茨城県ひたちなか市東大島3-26-10

○

0832130470

-

津田歯科医院

029-272-2345

3120032 茨城県ひたちなか市津田祢宜山2802-1

○

0832130496

-

イトウ歯科

029-274-5508

3120003 茨城県ひたちなか市足崎1474-283

○

0832130520

-

大島歯科医院

029-275-1318

3120041 茨城県ひたちなか市西大島3-18-15

○

0832130538

-

なかの歯科医院

029-285-3618

3120061 茨城県ひたちなか市稲田358-5

○

0832130546

-

なかはら歯科

029-285-7511

3120003 茨城県ひたちなか市足崎1263-6

○

0832130579

-

容子歯科

029-275-6820

3120042 茨城県ひたちなか市東大島3-5-12

○

0832130637

-

たかはし歯科医院

029-273-4455

3120063 茨城県ひたちなか市田彦659-9

○

0832130678

-

阿部歯科診療所

029-228-6222

3120035 茨城県ひたちなか市枝川356-8

○

0832130710

-

津田診療所 まつもと歯科

029-272-6671

3120032 茨城県ひたちなか市津田2590

○

0832130728

-

かむかむ歯科医院

029-264-1717

3111206 茨城県ひたちなか市西十三奉行13228

○

0832130736

-

樋之口歯科クリニック

029-274-4466

3120041 茨城県ひたちなか市西大島2-13-31

○

0832130744

-

勝田本町歯科

029-275-5077

3120026 茨城県ひたちなか市勝田本町３１－４

○

0832130751

-

湊歯科医院

029-263-1222

3111214 茨城県ひたちなか市和田町１－１０－４

○

0832130769

榎戸 明広弘

えのきと歯科クリニック

029-354-6480

3120032 茨城県ひたちなか市津田2952-9

○

0832130785

木原 政彦

キハラ歯科医院

029-275-5077

3120026 茨城県ひたちなか市勝田本町３１－４

○

0832130819

医療法人 中川歯科医院

中川歯科医院

029-285-7237

3120002 茨城県ひたちなか市高野７４４－１

○

0832130827

内藤 和之

たびこ歯科クリニック

029-202-6480

3120062 茨城県ひたちなか市高場５４３－１

○

0832130835

堀江 正徳

マリスデンタルクリニック

029-354-0648

3120016 茨城県ひたちなか市松戸町１－５－１５

○

0832130843

木下 卓

きのした歯科

029-273-4618

3120017 茨城県ひたちなか市長堀町２－１２－１０

○

0832130850

高場たくま歯科医院

高場たくま歯科医院

3120062 茨城県ひたちなか市高場225

○

0832130876

山﨑 茂仁

山﨑歯科医院

029-271-0741

3120027 茨城県ひたちなか市勝田中原町3-7

○

0832130884

山本 健

山本歯科医院

029-272-2924

3120046 茨城県ひたちなか市勝田泉町15-11

○

0832130892

林 信明

林歯科医院

029-274-1781

3120046 茨城県ひたちなか市勝田泉町9-18

○

0832130918

平田 輝行

ひらたデンタルクリニック

029-202-0050

3120062 茨城県ひたちなか市高場1673-25

○

0832130934

-

おやま歯科医院

029-272-6899

3120063 茨城県ひたちなか市田彦999-38

○

0832130942

-

あおば歯科クリニック

029-273-4182

3120052

0832130959

-

ツキムラ歯科医院

029-270-1418

3120021 茨城県ひたちなか市三反田５０８２－６

○

0832130967

青砥 聖二

あおと歯科矯正

029-215-9401

3120045 茨城県ひたちなか市勝田中央10-13

○

0832130975

柴岡 永子

柴岡デンタルクリニック

029-354-3038

3120062 茨城県ひたちなか市高場東向541-1

○

0832130983

医療法人 愛聖会 理事長 横須賀 良次

横須賀歯科医院

029-272-8211

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3242-2

○

0832130991

-

中山歯科医院

029-353-2320

3120031 茨城県ひたちなか市後台400-8

○

0832131007

金澤 大介

かなざわ歯科クリニック

029-297-6480

3111235 茨城県ひたちなか市田中後7512

○

0832131015

医療法人 香仁会

浅香歯科

029-272-1182

3120047 茨城県ひたちなか市表町8-7

○

0832131023

長尾 大輔

長尾歯科

029-274-2321

3120032 茨城県ひたちなか市津田砂沢2598-1

○

0832230056

布瀬川 英夫

布瀬川歯科医院

0299-82-8566

3140021 茨城県鹿嶋市粟生265

○

0832230114

-

山本歯科医院

0299-83-6482

3140031 茨城県鹿嶋市宮中166-4

○

0832230155

医療法人社団大樹会

港ケ丘歯科医院

0299-82-8581

3140011 茨城県鹿嶋市港ケ丘282-210

○

0832230189

-

やたがわ歯科医院

0299-69-5550

3112224 茨城県鹿嶋市奈良毛253

○

0832230213

-

楠美歯科医院

0299-84-0118

3140032 茨城県鹿嶋市宮下2-11-11

○

029-285

茨城県ひたちなか市東石川3614-1ヨークタウ
ンひたちなか店 サービス棟

○

0832230247

-

しのだ記念歯科医院

0299-83-0404

3140031 茨城県鹿嶋市宮中4-5-16

○

0832230262

-

神向寺歯科医院

0299-90-7418

3140007 茨城県鹿嶋市神向寺189-1

○

0832230270

-

野原歯科医院

0299-84-0995

3140012 茨城県鹿嶋市平井1180-29

○

0832230288

田中 晃伸

タナカ歯科医院

0299-82-1114

3140012 茨城県鹿嶋市平井１２９７－１

○

0832230312

医療法人社団 善仁会

医療法人社団 善仁会 小山記念病院

0299-85-1111

3140000 茨城県鹿嶋市厨5－1－2

○

0832230320

医療法人 藤仁会

医療法人 藤仁会 歯科重藤

0299-82-9111

3140031 茨城県鹿嶋市宮中５２７８－２

○

0832230346

人見 秀樹

こうやだい歯科医院

0299-69-8770

3112221 茨城県鹿嶋市荒野１５３４－３７

○

0832230353

加藤 俊裕

町の歯医者さん

0299-85-0648

3140033 茨城県鹿嶋市鉢形台２－１８－１

○

0832230361

長谷川 公一

ホワイト歯科

0299-83-0404

3140031 茨城県鹿嶋市宮中４－５－２３

○

0832230379

宮作 泰弘

ひろ歯科クリニック

0299-84-1688

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台150-1

○

0832230387

本間 雅彦

本間歯科医院

0299-82-0921

3140023 茨城県鹿嶋市谷原1372

○

0832230395

諸星 武治

もろほし歯科

0299-83-8148

3140031 茨城県鹿嶋市宮中東山327-1

○

0832230403

医療法人社団ミツギ歯科医院

医療法人社団ミツギ歯科医院

0299-84-1500

3140026 茨城県鹿嶋市木滝佐田谷原入会2-6

○

0832330039

鈴木 潤一

鈴木歯科医院

0299-62-2172

3112424 茨城県潮来市潮来113-3

○

0832330047

鈴木 信治

いたこ歯科医院

0299-63-0853

3112425 茨城県潮来市あやめ2-22-2

○

0832330054

大森 学

大森歯科医院

0299-63-2707

3112424 茨城県潮来市潮来92-5

○

0832330070

関戸 正倫

関戸歯科医院

0299-63-3311

3112425 茨城県潮来市あやめ1-13-17

○

0832330112

有津 貴司

匠歯科医院

0299-66-7196

3112412 茨城県潮来市宮前1-10-7

○

0832330187

-

久保歯科医院

0299-64-6662

3112436 茨城県潮来市牛堀821-1

○

0832330203

医療法人社団 健友会

鈴木歯科医院

0299-64-5909

3112436 茨城県潮来市牛堀１３３－４

○

0832330211

飯田 雅美

飯田歯科医院

0299-62-2468

3112421 茨城県潮来市辻323-2

○

0832330229

小貫 明秀

ひので歯科クリニック

0299-67-2677

3112423 茨城県潮来市日の出2-11-14

○

0832330237

松﨑 泰世

松﨑歯科医院

0299-64-5021

3112437

0832430029

松丸 悦夫

松丸歯科医院

0297-48-6902

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘３－２６０７－１２

○

0832430037

相良 高一

相良歯科医院

0297-48-1258

3020109 茨城県守谷市本町７

○

0832430052

中里 憲文

みずき野歯科医院

0297-45-1488

3020121 茨城県守谷市みずき野５－９－６

○

0832430086

笠川 久明

笠川歯科医院

0297-45-0880

3020101 茨城県守谷市板戸井２２３６

○

0832430136

医療法人社団 歯英会

ひがし歯科医院

0297-45-0808

3020119 茨城県守谷市御所ケ丘４－１１－１２

○

0832430144

医療法人 博心会

パレットデンタルクリニック

0297-45-3322

3020122 茨城県守谷市小山３１６－４

○

0832430169

安村 嘉恵

けやき台歯科クリニック

0297-45-8082

3020128 茨城県守谷市けやき台２－１１－１

○

0832430177

小原 俊彦

おばら歯科クリニック

0297-45-8823

3020104 茨城県守谷市久保ケ丘２－１２－４

○

0832430193

染谷 光一

染谷歯科医院

0297-48-5534

3020127 茨城県守谷市松ケ丘２－４０－７

○

0832430219

片桐 武美

オーラル歯科

0297-48-1568

3020128 茨城県守谷市けやき台２－２０－２

○

0832430243

平尾 修

平尾歯科医院

0297-48-3748

3020109 茨城県守谷市本町５３９－３

○

0832430276

酒井 明子

酒井歯科医院

0297-46-1546

3020105 茨城県守谷市薬師台５－３－１

○

0832430292

鈴木 剛

楽市守谷歯科医院

0297-45-0812

3020128 茨城県守谷市けやき台４－１－６

○

0832430326

市川歯科クリニック

市川歯科クリニック

0297-45-8241

3020118 茨城県守谷市立沢246-1

○

0832430367

医療法人社団裕進会 飯沼医院歯科

医療法人社団裕進会 飯沼医院歯科

0297-48-9141

3020105 茨城県守谷市薬師台１丁目１５番地５

○

0832430375

河合 弘行

河合歯科

0297-46-2200

3020108 茨城県守谷市松並1866-3

○

0832430383

橋本 秀明

橋本歯科医院

0297-46-0118

3020131 茨城県守谷市ひがし野1-29-3

○

0832430409

医療法人社団 誠友会

松ヶ丘歯科口腔外科医院

0297-48-0648

3020127 茨城県守谷市松ケ丘1-5-10

○

茨城県潮来市永山777ショッピングセンターラ
ラルー

○

0832430417

笠井 大悟

たつざわ歯科クリニック

0297-46-4182

3020116 茨城県守谷市大柏875-1

0832430425

鈴木 智

鈴木歯科医院

0297-45-2700

3020110

0832530042

-

宮田歯科医院

(空白)

0832530059

-

市野澤歯科医院

0832530109

医療法人 向城会

0832530117

茨城県守谷市百合ケ丘3-249-1 ﾛｯｸｼﾃｨ守
谷ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F

○
○

3192215 茨城県常陸大宮市栄町１３２６－１０

○

0

3192136 茨城県常陸大宮市上村田374-1

○

医療法人 向城会

0295-53-3211

3192215 茨城県常陸大宮市野中町717-3

○

對馬 輝彦

エンゼル歯科医院

0295-52-5550

3192135 茨城県常陸大宮市石沢１８３０－４

○

0832530125

阿部 英一

阿部歯科クリニック

0295-52-6480

3192144 茨城県常陸大宮市泉４４５－３

○

0832530158

-

ノグチ歯科

3193111 茨城県常陸大宮市山方５５９－１

○

0832530166

常陸大宮市

常陸大宮市国民健康保健緒川歯科診療所

0295-56-5118

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬1259

○

0832530174

-

常陸大宮市国保美和診療所

0295-58-2859

3192601 茨城県常陸大宮市高部３９５－３

○

0832530182

西垣 光樹

西垣歯科光樹クリニック

0295-52-6100

3192144 茨城県常陸大宮市泉541-1

○

0832530208

石田 稜威夫

あんず歯科

0295-55-4181

3114503 茨城県常陸大宮市野口2840

○

0832630016

-

村居歯科医院

0

3110105 茨城県那珂市菅谷2968-3

○

0832630024

-

生天目歯科医院

0

3110105 茨城県那珂市菅谷2316-1

○

0832630040

-

五月女歯科医院

0

3110105 茨城県那珂市菅谷5485-1

○

0832630057

-

小林デンタルクリニック

029-298-5667

3110111 茨城県那珂市後台3108

○

0832630065

-

網野歯科医院

0

3110105 茨城県那珂市菅谷4259

○

0832630073

-

吉川歯科医院

0

3110108 茨城県那珂市額田北郷608

○

0832630081

-

かみが歯科医院

0

3110105 茨城県那珂市菅谷5447

○

0832630107

-

塩野歯科医院

0

3110111 茨城県那珂市後台680-1

○

0832630123

-

中川デンタルクリニック

0

3110112 茨城県那珂市津田2497-1

○

0832630131

-

ちばとう歯科医院

0

3110117 茨城県那珂市豊喰437-5

○

0832630156

-

市岡歯科医院

0

3110134 茨城県那珂市飯田2830

○

0832630198

圷 宏唯

あくつ歯科医院

029-352-1818

3110105 茨城県那珂市菅谷３７５０－１

○

0832630206

冨永 一郎

ペパーミント歯科医院

029-270-8711

3110105 茨城県那珂市菅谷１８２１－１

○

0832630248

-

山口歯科医院

0

3192105 茨城県那珂市古徳252

○

0832630255

-

瓜連中央歯科クリニック

0

3192102 茨城県那珂市瓜連町瓜連1323

○

0832630263

-

かわすみ歯科医院

0

3192103 茨城県那珂市中里594-1

○

0832630271

岩田 英樹

芳州園歯科医院

029-215-9236

3110105 茨城県那珂市菅谷4575-8

○

0832730048

-

蛯原歯科医院

0

3000511 茨城県稲敷市高田2819-1

○

0832730063

-

木戸歯科医院

0298-92-7007

3000508 茨城県稲敷市佐倉3135-1

○

0832730071

-

はしむら歯科

0298-40-5522

3000522 茨城県稲敷市蒲ケ山21-53

○

0832730097

宮本 頼明

宮本歯科医院

0298-92-2303

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲２７１６－２

○

0832730105

植田 崇資

うえだ歯科

029-892-7355

3000508 茨城県稲敷市佐倉3083

○

0832730147

-

宇津喜歯科

0

3000638 茨城県稲敷市古渡44

○

0832730154

山田雄

山田歯科医院

0298-94-2639

3000638 茨城県稲敷市古渡１９５

○

0832730162

医療法人社団 裕和会

小貫歯科医院

0

3000745 茨城県稲敷市橋向1771

○

0832830012

-

美並歯科医院

0

3000134 茨城県かすみがうら市深谷75-30

○

0832830053

-

色川歯科医院

0

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉5-3-11

○

0832830061

-

高野歯科医院

0

3150071 茨城県かすみがうら市市川419

○

0832830095

-

吉田歯科医院

0298-31-0503

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉2-9-11

○

(空白)

0832830111

-

ひかり歯科医院

0298-33-1060

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉4002-4

0832830152

江上 勝朗

稲吉歯科

0299-59-5151

3150052

0832830178

大塚 善行

あしか歯科クリニック

029-830-1515

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉4-2-2

○

0832830186

医療法人 はなわ会

医療法人はなわ会荒川歯科医院

029-833-2222

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉2633-88

○

0832930010

-

新扇歯科医院

0

3140127 茨城県神栖市木崎2905-2

○

0832930051

-

沼田歯科医院

0

3140115 茨城県神栖市知手2974-45

○

0832930069

-

大槻歯科医院

(空白)

3140143 茨城県神栖市神栖１－１７－３４

○

0832930077

-

谷口歯科クリニック

3140127 茨城県神栖市木崎2661-2

○

0832930085

-

神栖デンタルクリニック

0299-96-6364

3140115 茨城県神栖市知手5234

○

0832930119

丸山 憲一

丸山歯科医院

0299-92-1422

3140133 茨城県神栖市息栖３０３１－４９

○

0832930135

-

セントラル歯科医院

3140144 茨城県神栖市大野原1-4-51

○

0832930150

池田歯科医院

池田歯科医院

0299-90-1375

3140143 茨城県神栖市神栖３－１２２２－５９

○

0832930176

人見 智行

ひとみ歯科医院

0299-93-0333

3140135 茨城県神栖市堀割1-5-6

○

0832930184

医療法人 藤仁会

医療法人 藤仁会 第二歯科医院

0299-91-0648

3140146 茨城県神栖市平泉２－１７

○

0832930192

鈴木 謙介

スズキ歯科医院

0299-97-2828

3140115 茨城県神栖市知手３６１２－２

○

0832930226

-

岩上歯科医院

0

3140345 茨城県神栖市土合南2-17-3

○

0832930259

-

安藤歯科医院

0

3140341 茨城県神栖市矢田部6883

○

0832930267

-

橋野歯科医院

0

3140256 茨城県神栖市若松中央1-48

○

0832930283

-

林歯科医院

0

3140408 茨城県神栖市波崎新田8429-13

○

0832930309

-

青柳歯科医院

0

3140254 茨城県神栖市太田4652

○

0832930325

-

和歯科医院

0

3140254 茨城県神栖市太田294-10

○

0832930333

小林 俊介

小林歯科クリニック

0479-46-0333

3140254 茨城県神栖市太田３９６－１３

○

0832930341

医療法人 真英会

山本歯科クリニック

0479-48-6711

3140341 茨城県神栖市矢田部5547-1

○

0832930408

鈴木 肇

こうなん歯科

0299-97-2848

3140112 茨城県神栖市知手中央3-8-2

○

0832930416

医療法人社団公慈会 理事長 山本正和

医療法人社団公慈会 ＰＣデンタルクリニック

0479-48-1151

3140347 茨城県神栖市土合中央３丁目１番２０号

○

0832930432

金丸 由幸

金丸歯科医院

0479-44-0262

3140408 茨城県神栖市波崎8581-5

○

0833030075

-

宮本歯科医院

0

3113512 茨城県行方市玉造甲4473

○

0833030083

-

高野歯科医院

0

3113512 茨城県行方市玉造甲6866-2

○

0833130453

-

田中歯科医院

029-267-6480

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町5269

○

0833130560

-

長岡歯科医院

029-292-7437

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡大連寺3317-21

○

0833130651

-

ジュン歯科医院

029-288-2411

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚2100-9

○

0833130677

-

土子歯科医院

029-267-2670

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町938

○

0833130826

-

たかつち歯科医院

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡下宿144-1

○

0833130891

-

医療法人社団 伊藤歯科診療所

029-267-7171

3111304 茨城県東茨城郡大洗町和銅7-2

○

0833130941

-

菊地歯科医院

029-288-6140

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1195-8

○

0833130990

-

大洗中島歯科医院

029-266-3911

3111313 茨城県東茨城郡大洗町成田町市ノ沢4243-9

○

0833131162

城里町

城里町国民健康保険七会診療所歯科診療室

0296-88-2040

3114402 茨城県東茨城郡城里町小勝519-1

○

0833131170

城里町

城里町国民健康保険沢山診療所歯科診療室

029-289-4097

3114514 茨城県東茨城郡城里町阿波山165

○

0833131188

-

医療法人社団桜実会おおど歯科クリニック

029-291-0555

3113114 茨城県東茨城郡茨城町大戸１９９６番地１

○

0833131196

医療法人社団 楽生会

水戸南歯科診療所

029-293-7001

3113122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎493-10

○

0833131204

岸田 真太郎

歯医者しんたろう岸田歯科医院

029-288-4180

3114302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1406-2

○

0

0

0

茨城県かすみがうら市下稲吉２６３２－３ 藤
川テナントＣ号

○
○

0833230238

-

七会村国保診療所

0296-88-2012

3114402 茨城県東茨城郡城里町小勝516

○

0833330129

-

石川歯科医院

029-282-3168

3191100 茨城県那珂郡東海村東海3-1-30

○

0833330160

日本原子力発電株式会社

東海発電所 歯科診療室

029-282-1211

3191106 茨城県那珂郡東海村白方1-1

○

0833330319

-

伊藤デンタルクリニック

3191112 茨城県那珂郡東海村村松

○

0833330624

-

月村歯科医院

029-287-0230

3191106 茨城県那珂郡東海村白方1324-3

○

0833330921

-

さがわ歯科

029-287-3911

3191112 茨城県那珂郡東海村村松2124-24

○

0833330947

-

クラーク歯科

029-287-0045

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川572-2

○

0833330988

-

あかつ歯科クリニック

029-284-0022

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東4-6-20

○

0833331044

医療法人社団 青峰会

医療法人社団 青峰会 ファミリー歯科

029-287-2824

3191111

0833331093

小泉 雄二郎

こいずみ歯科医院

029-283-4182

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川830-1

○

0833430143

-

中井歯科クリニック

02957-2-1800

3193551 茨城県久慈郡大子町池田1554-3

○

0833430200

-

すずき歯科医院

02957-2-5518

3193551 茨城県久慈郡大子町池田1229-4

○

0833430226

-

斉藤歯科医院

02957-2-5582

3193526 茨城県久慈郡大子町大子715

○

0833430267

-

神賀歯科医院

02957-4-0012

3193361 茨城県久慈郡大子町頃藤5115

○

0833430309

若松 義洋

わかまつ歯科医院

02957-9-0061

3193526 茨城県久慈郡大子町大子６１９

○

0833730674

荒井 和美

はんじょう歯科診療所

0291-35-3521

3111712 茨城県行方市繁昌７５２－６

○

0833830268

-

小沢歯科医院

0298-85-0055

3000413 茨城県稲敷郡美浦村大谷1620

○

0833830417

-

大場歯科医院

0298-87-7536

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央5-2-31

○

0833830425

-

宮本歯科医院

0298-42-7025

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷池向1332-1

○

0833830565

-

久米歯科医院

0297-84-3636

3001312 茨城県稲敷郡河内町長竿4555

○

0833830664

-

野口歯科医院

0298-87-0350

3000302 茨城県稲敷郡阿見町廻戸343-12

○

0833830722

-

斯波歯科医院

0298-87-3221

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央1-6-19

○

0833830862

-

ときわ歯科医院

0298-87-7757

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見3227

○

0833830912

-

木村歯科医院

0298-85-7700

3000426 茨城県稲敷郡美浦村土屋1979-210

○

0833830946

-

まつば歯科医院

0298-85-1182

3000421 茨城県稲敷郡美浦村木原242-1

○

0833830995

-

塚原歯科医院

0298-87-0254

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見3962-13

○

0833831050

-

ヒロ歯科医院

0298-40-2660

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央6-20-2

○

0833831092

-

ぬまじり歯科

0298-40-2651

3000334 茨城県稲敷郡阿見町鈴木59-55

○

0833831100

医療法人社団 崇貴会

金江津歯科医院

0297-60-5050

3001403 茨城県稲敷郡河内町金江津3639-18

○

0833831126

-

大久保 歯科クリニック

0298-91-0012

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見町阿見2644-1

○

0833831209

秋吉 大

秋吉歯科医院

0298-43-0666

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷２３９５－１

○

0833831241

河原 重信

かわはら歯科医院

029-891-3383

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎1-29-20

○

0833831266

佐藤 由紀江

ひたち野うしく歯科医院

029-841-7200

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷179-11

○

0833831282

医療法人社団 良歯会

永林堂歯科医院

029-887-7781

3000334 茨城県稲敷郡阿見町鈴木2-89

○

0833831316

鶴屋 誠人

つるや歯科

029-867-6460

3000337 茨城県稲敷郡阿見町中郷2-16-3

○

0833831324

医療法人社団 飛翔会 理事長 李 徳操

ファミリー歯科診療所つくば予防インプラントセ
ンター

029-843-6480

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野1-22-7

○

0834230120

-

為我井歯科医院

0296-49-2838

3003504 茨城県結城郡八千代町西大山494-4

○

0834230187

-

内海歯科医院

0296-48-0666

3003563 茨城県結城郡八千代町村貫158

○

0834230203

-

大久保歯科医院

0296-48-2255

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1100

○

0834230419

-

野村歯科医院

0296-30-2333

3003553 茨城県結城郡八千代町蕗田８１３－２

○

0834230427

医療法人社団 芳樹会

医療法人社団芳樹会緑が丘歯科医院

0296-48-4618

3003506 茨城県結城郡八千代町成田250-1

○

0

茨城県那珂郡東海村舟石川駅東4-1-1ジャ
スコ東海店１階

○

0834330243

-

五霞町国民健康保険診療所

0280-84-0006

3060307 茨城県猿島郡五霞町小福田1231-1

○

0834330458

-

中村歯科医院

0280-86-5350

3060417 茨城県猿島郡境町若林2276

○

0834330490

-

内海歯科医院

0280-86-7155

3060413 茨城県猿島郡境町山崎252-1

○

0834330623

遠藤歯科医院

遠藤歯科医院

0280-87-0126

3060433 茨城県猿島郡境町2115

○

0834330672

-

サカイ歯科医院

0280-86-6075

3060400 茨城県猿島郡境町松岡町4-4

○

0834330763

鈴木歯科医院

鈴木歯科医院

0280-87-0116

3060433 茨城県猿島郡境町1504

○

0834330847

-

山中歯科クリニック

0280-84-4224

3060306 茨城県猿島郡五霞町原宿台4-30-7

○

0834330854

-

原宿台歯科医院

0280-84-1218

3060306 茨城県猿島郡五霞町原宿台3-16-18

○

0834330946

-

親和歯科医院

0280-87-0006

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸ビハ砂51-50

○

0834330953

山口歯科医院

山口歯科医院

0280-87-0291

3060400 茨城県猿島郡境町1352-4

○

0834331019

-

たくみ歯科医院

0280-86-7433

3060400 茨城県猿島郡境町２１０－９

○

0834331068

笠水上 佐由美

境デンタルクリニック

0280-86-5178

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸２８７－１

○

0834331084

-

ながのデンタルオフィス

0280-87-8321

3060416 茨城県猿島郡境町伏木1321-3

○

0834331092

三浦 雅美

杉田歯科医院

0280-87-4518

3060433 茨城県猿島郡境町旭町181-5

○

0834430191

-

杉山歯科医院

0297-68-6516

3001622 茨城県北相馬郡利根町布川618-312

○

0834430241

-

平田歯科医院

0297-68-8132

3001636 茨城県北相馬郡利根町羽根野850-269

○

0834430308

-

太子堂歯科医院

0297-68-8080

3001622 茨城県北相馬郡利根町布川太子堂3244-3

○

0834430530

-

尾上歯科診療所

0297-68-9292

3001632 茨城県北相馬郡利根町下曽根289

○

0834430852

三森 信宏

尾上歯科医院

0297-68-9292

3001632 茨城県北相馬郡利根町下曽根289

○

0837130012

-

小森歯科医院

0

3091211 茨城県桜川市岩瀬240

○

0837130020

-

仁平歯科医院

0

3091211 茨城県桜川市岩瀬119-4

○

0837130046

-

富士見台歯科

0

3091212 茨城県桜川市富士見台2-72-1

○

0837130053

-

五月女歯科医院

0

3091211 茨城県桜川市岩瀬245

○

0837130061

目黒 由美

目黒歯科医院

0296-75-3243

3091211 茨城県桜川市岩瀬143

○

0837130079

-

とびた歯科クリニック

0296-70-4618

3091212 茨城県桜川市富士見台2-108

○

0837130087

太田 ゆかり

太田歯科医院

0296-75-6480

3091211 茨城県桜川市岩瀬２１－２

○

0837130103

日比野 昭子

ひびの歯科

0296-70-8218

3091344 茨城県桜川市南飯田９２９－３

○

0837130111

-

桜井歯科医院

(空白)

3004408 茨城県桜川市真壁町真壁３８１

○

0837130129

-

吾妻歯科医院

0

3004417 茨城県桜川市真壁町飯塚909-2

○

0837130152

-

鬼澤歯科医院

0296-54-1361

3004408 茨城県桜川市真壁町真壁348

○

0837130160

-

青木歯科診療所

0

3004407 茨城県桜川市真壁町古城74-3

○

0837130186

-

土井歯科クリニック

0

3004422 茨城県桜川市真壁町亀熊1897-1

○

0837130194

-

ふるはし歯科医院

0296-54-1184

3004401 茨城県桜川市真壁町上小幡19-1

○

0837130228

渡邊 元

わたなべ歯科医院

0296-58-6474

3091244 茨城県桜川市大国玉５２１－１

○

0837130236

医療法人隆仁会

山王病院

0296-75-2179

3091211 茨城県桜川市岩瀬４２

○

0837130244

-

堀歯科クリニック

0296-70-8088

3091216 茨城県桜川市明日香１－５０ タカダコーポ

○

0837130269

白土 貴之

白土歯科

0296-20-6480

3091241 茨城県桜川市青木1433-1

○

0837230036

石崎雄司

いしざき歯科医院

0291-37-3636

3111412 茨城県鉾田市玉田９０２－５

○

0837230044

-

旭歯科医院

0

3111414 茨城県鉾田市子生114-3

○

0837230085

-

大貫歯科医院

0

3111517 茨城県鉾田市鉾田町鉾田1650

○

0837230143

-

医療法人 柳沢歯科医院

0

3111514 茨城県鉾田市安塚１６９２

○

0837230168

-

高柳歯科医院

0837230184

岩間 英明

いわま歯科医院

0837230234

-

しもこうべ歯科医院

0837330018

-

宮田歯科医院

0837330026

-

0837330034

0

3111500 茨城県鉾田市鉾田1522

○

0291-34-1818

3111517 茨城県鉾田市鉾田619-14

○

0291-34-5055

3112114 茨城県鉾田市江川55

○

2

3002353 茨城県つくばみらい市小張2558

○

荒木歯科医院

2

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2739-26

○

-

福原歯科医院

2

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田2230-2

○

0837330042

-

福島デンタルクリニック

2

3002337

0837330059

-

海老原歯科医院

0297-58-3968

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田2489-1

○

0837330067

-

はしもと歯科クリニック

0297-58-5599

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2501-4

○

0837330075

-

伊奈歯科医院

0297-58-1830

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2844-6

○

0837330083

-

横張歯科医院

2

0837330091

松村 鮎

谷井田歯科医院

0837330109

-

黒田歯科医院

0837330117

-

0837330125

0297-58-5529

3002353

茨城県つくばみらい市谷井田1379-2 ヤマニ
ビル2階

茨城県つくばみらい市小張4100-6（丘陵部
220-2）

○

○

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田1695-3

○

2

3002445 茨城県つくばみらい市小絹237-20

○

ひしぬま歯科医院

2

3002453 茨城県つくばみらい市上長沼1497-4

○

-

松本歯科クリニック

2

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台2-13-9

○

0837330141

-

入江歯科医院

2

3002445 茨城県つくばみらい市小絹156-17

○

0837330158

-

おおいわ歯科医院

2

3002421 茨城県つくばみらい市西丸山159-1

○

0837330166

-

クラ歯科医院

2

3002446 茨城県つくばみらい市細代730-2

○

0837430016

-

医療法人 恵歯会 なかのべ歯科医院

0299-58-2266

3113422 茨城県小美玉市中延632-1

○

0837430024

-

丘の上歯科医院

0299-58-1947

3113423 茨城県小美玉市小川35-2

○

0837430065

-

みのりデンタルクリニック

0299-48-0888

3190102 茨城県小美玉市西郷地1343-1

○

0837430073

-

羽鳥デンタルクリニック

0299-46-1715

3190123 茨城県小美玉市羽鳥261-6

○

0837430081

-

木村歯科医院

0299-46-2220

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2352-191

○

0837430099

-

野沢歯科医院

0299-46-7001

3190122 茨城県小美玉市江戸1-101

○

0837430107

-

石崎歯科医院

0299-36-7570

3190107 茨城県小美玉市小岩戸1259-1

○

0837430115

-

かいとう歯科医院

0299-46-6480

3190121 茨城県小美玉市羽刈289-74

○

0837430123

-

医療法人社団 幸寿会 グリーン歯科医院

029-946-1818

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2850-38

○

0837430131

-

玉里歯科医院

0299-58-6666

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1768-27

○

0837430164

医療法人社団 奎林会 光林堂歯科医院

医療法人社団 奎林会 光林堂歯科医院

0299-58-6039

3113424 茨城県小美玉市幡谷406-3

○

0840140081

-

有限会社岩崎薬局

0

3100026 茨城県水戸市泉町１－３－１８

○

0840140115

-

笠野薬局

0

3100055 茨城県水戸市袴塚3-1-6

○

0840140354

-

小沼薬局

0

3100835 茨城県水戸市元台町1509

○

0840140438

-

大部薬局

0

3100836 茨城県水戸市元吉田町1636-6

○

0840140461

-

戸崎薬局

0

3114141 茨城県水戸市赤塚1-2005-49

○

0840140552

-

みどり薬局

0

3100851 茨城県水戸市千波町301-7

○

0840140586

有限会社 岩間東華堂

有限会社 岩間東華堂薬局

0

3100026 茨城県水戸市泉町2-3-6

○

0840140727

-

赤塚細谷薬局双葉台店

0

3114145 茨城県水戸市双葉台2-1

○

0840140990

-

山川薬局白梅店

0

3100804 茨城県水戸市白梅4-1-25 高正ﾋﾞﾙ1階

○

0840141022

-

薬剤師会水戸調剤薬局

0

3100041 茨城県水戸市上水戸２－３－４

○

0840141097

-

慈愛堂薬局

0

3100021 茨城県水戸市南町３－１－２１

○

0840141154

-

滝川薬局

0

3100844 茨城県水戸市住吉町3-11

○

0840141188

-

水戸隆盛堂

0

3100011 茨城県水戸市三の丸1-4-18

○

0840141204

株式会社 ヘルスプランナー

東台調剤薬局

2

3100818 茨城県水戸市東台1-10-13

○

0840141238

-

エーケン薬局

0

3100847 茨城県水戸市米沢町１１３－４

○

0840141261

-

シバヌマ薬局

0

3100846 茨城県水戸市東野町262-23

○

0840141329

-

みすず薬局 梅香店

3100022 茨城県水戸市梅香1-2-6

○

0840141352

-

久野薬局

0

3100041 茨城県水戸市上水戸町3-3-30

○

0840141360

有限会社

にし薬局

0

3100844 茨城県水戸市住吉町193-10

○

0840141378

-

たんぽぽ調剤薬局

0

3100004 茨城県水戸市青柳町３８１６－２

○

0840141394

-

常陸調剤薬局

0

3100041 茨城県水戸市上水戸2-3-4

○

0840141410

-

石川中央薬局

0

3100904 茨城県水戸市石川町４－４０４５－１

○

0840141477

-

石井薬局 渡里店

0

3100903 茨城県水戸市堀町894-6

○

0840141485

-

みがわファミリー薬局

0

3100913 茨城県水戸市見川町2131-1165

○

0840141543

-

ケンコー薬局

0

3100852 茨城県水戸市笠原町９５０－３７

○

0840141550

-

SFC薬局 けやき台店

0

3100841 茨城県水戸市酒門町１５７７－８

○

0840141642

-

コヤマ薬局 京成西口店

029-228-2309

3100026 茨城県水戸市泉町１ー７ー２２

○

0840141683

-

メイプル薬局 水戸店

029-240-1789

3100845 茨城県水戸市吉沢町２８０ー４

○

0840141725

-

山源薬局

029-233-1510

3100066 茨城県水戸市金町３－１－１３

○

0840141733

株式会社ミカ

カワダ薬局

029-254-1981

3114153 茨城県水戸市河和田町3330-10

○

0840141741

-

城東中央薬局

029-233-0990

3100012 茨城県水戸市城東１－３１－３

○

0840141766

-

コスモ調剤薬局 本町店

029-224-1040

3100815 茨城県水戸市本町２－１０－１５

○

0840141774

-

友愛薬局 水戸店

029-224-5432

3100012 茨城県水戸市城東１－３－１１

○

0840141808

-

しもいち薬局

029-226-1090

3100815 茨城県水戸市本町３－２－２６

○

0840141816

-

アゼリア調剤薬局 南町店

029-228-5640

3100021

0840141832

-

スルガヤ薬局

029-221-5539

3100031 茨城県水戸市大工町２－１－２８

○

0840141857

有限会社フローラ

フローラ薬局

029-253-4793

3114144 茨城県水戸市開江町７４３ー５

○

0840141865

-

有限会社 東前薬局

029-240-5200

3111132 茨城県水戸市東前町2-30

○

0840141873

-

フローラ薬局 河和田店

029-255-4193

3114153 茨城県水戸市河和田町５００３ー４

○

0840141881

株式会社 ヘルスプランナー

オレンジ薬局

029-305-1193

3100851 茨城県水戸市千波町1386-7

○

0840141949

株式会社 セントフォローカンパニー

かみみと薬局

029-302-2088

3100041 茨城県水戸市上水戸１－９－５

○

0840141964

株式会社 セントフォローカンパニー

ペガサス薬局

029-303-1299

3100012 茨城県水戸市城東１－３－８

○

0840141972

株式会社 望星薬局

望星水戸薬局

029-222-1193

3100026 茨城県水戸市泉町２－３－２

○

0840141980

有限会社 茨城保健福祉企画

調剤薬局あすなろ

029-233-0383

3100803 茨城県水戸市城南3-15-5

○

0840141998

株式会社 サンテ

さかど薬局

029-248-1501

3100841 茨城県水戸市酒門町下千束１５０１－４

○

0840142004

株式会社 サンテ

三の丸薬局

029-221-3761

3100012

0840142012

株式会社 サンテ

ホーム薬局

029-304-0161

3100847 茨城県水戸市米沢町９８－７

○

0840142020

株式会社 カワチ薬品

株式会社カワチ薬品カワチ薬局吉沢町店

029-304-5051

3100845 茨城県水戸市吉沢町263

○

0840142046

株式会社アルファーム

アルファーム薬局元吉田店

029-304-5050

3100836 茨城県水戸市元吉田町１６７６－２

○

0840142053

有限会社メディカルファーマシーコスモ

コスモ調剤薬局下市店

029-302-8117

3100815 茨城県水戸市本町3-20-8-102

○

0840142061

株式会社 美鈴

みすず薬局白梅店

029-302-8155

3100804 茨城県水戸市白梅３－８－４

○

0840142079

株式会社コヤマ薬局

コヤマ薬局赤塚店

029-251-1384

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1870-4

○

0840142111

株式会社コヤマ薬局

株式会社コヤマ薬局本町店

029-222-1566

3100815 茨城県水戸市本町３－１０－１９

○

029-233-5738

茨城県水戸市南町２－３－３２ 西洋倶楽部
ビル１階

茨城県水戸市城東１－４－２０ 弓和ハイム1
Ｆ

○

○

0840142137

有限会社 アネシス

赤塚中央薬局

029-309-1810

3114152 茨城県水戸市河和田2-16-7

○

0840142152

株式会社 イディア・コーポレーション

きらり薬局

029-251-6880

3114152 茨城県水戸市河和田１－１５１３－２５

○

0840142194

有限会社 アイル

クローバー薬局 柵町

029-300-7000

3100802 茨城県水戸市柵町３丁目２－６０

○

0840142210

有限会社 スリースター薬局

スリースター薬局 白梅店

029-231-1017

3100804 茨城県水戸市白梅２－４－１２

○

0840142228

有限会社 ジークゼネラル

アクア薬局

029-302-9292

3100055 茨城県水戸市袴塚3-1-16

○

0840142236

株式会社 ハイブリッド

柳町薬局

029-302-9113

3100817 茨城県水戸市柳町１－１２－１０

○

0840142269

柴崎 敏雄

天心堂薬局

029-257-7531

3114146 茨城県水戸市中丸町２０５２－４１

○

0840142277

（有）ケンコー 取締役 清水 義

ケンコー薬局 堀町店

029-254-2461

3100903 茨城県水戸市堀町916-6

○

0840142301

株式会社 アインファーマシーズ

今川薬局水戸赤塚店

029-251-9451

3114141 茨城県水戸市赤塚１－１

○

0840142327

株式会社 ワンズネクスト

ファースト薬局元吉田店

029-304-0042

3100836 茨城県水戸市元吉田町２５７６－５

○

0840142376

有限会社 健申

県庁前薬局

029-240-3739

3100852 茨城県水戸市笠原町１６０２－４

○

0840142384

株式会社 メディックス

もみのき薬局

029-300-2555

3100826 茨城県水戸市渋井町２４１－５

○

0840142392

有限会社 ホンダメディカル

クローバー薬局青柳

029-224-7280

3100004 茨城県水戸市青柳町４０６５－６

○

0840142426

ラルフ薬局

ラルフ薬局

029-255-3001

3114153 茨城県水戸市河和田町2894-62

○

0840142475

-

鶴屋薬局

0

3190323 茨城県水戸市鯉淵町２９６５

○

0840142483

-

タキタ薬局

0

3190305 茨城県水戸市中原町７８７

○

0840142491

株式会社 グリーンメディカル

メイプル薬局双葉台店

029-309-6615

3114145 茨城県水戸市双葉台4-173-14

○

0840142517

株式会社 日本薬局

茨城調剤薬局泉町店

029-303-1880

3100026 茨城県水戸市泉町1-2-4

○

0840142533

株式会社 日本薬局

茨城調剤薬局千波店

029-305-3601

3100851 茨城県水戸市千波町1234-45

○

0840142541

有限会社 ジークゼネラル

アクア薬局平須店

029-305-3145

3100853 茨城県水戸市平須町1808-9

○

0840142558

有限会社 ポラリス

クローバー薬局千波

029-244-2402

3100851 茨城県水戸市千波町2768-1

○

0840142582

有限会社 あづま薬局

有限会社あづま薬局

029-221-6085

3100031 茨城県水戸市大工町3-11-30

○

0840142616

-

そうごう薬局水戸店

029-240-5601

3111135 茨城県水戸市六反田町１１３６－１５

○

0840142632

有限会社 ひまわり薬局

たんぽぽ調剤薬局赤塚店

029-253-5000

3114152 茨城県水戸市河和田2-1898-40

○

0840142657

-

めうがや成井薬局

029-221-2971

3100031 茨城県水戸市大工町2-1-22

○

0840142673

有限会社 ジーグゼネラル

アクア薬局けやき台店

029-297-5550

3100842 茨城県水戸市けやき台3-36 HIﾋﾞﾙ1F

○

0840142681

株式会社 ジェイピー

さつき薬局渡里店

029-222-2002

3100902 茨城県水戸市渡里町2961-3-2

○

0840142731

株式会社 コスモファーマ

コスモファーマ薬局 千波店

029-305-6066

3100851 茨城県水戸市千波町1440-12

○

0840142749

有限会社 エミネント

水戸南薬局

029-248-6211

3100842 茨城県水戸市けやき台3-27-3

○

0840240170

-

金成薬局

0

3191411 茨城県日立市川尻町1-32-2

○

0840240195

-

西山薬局

0294-53-1751

3160024 茨城県日立市水木町２－３９－２９

○

0840240212

-

戸ノ内薬局

0

3170061 茨城県日立市東町2-4-19

○

0840240261

-

おぬき薬局

0

3191413 茨城県日立市小木津町3-1-20

○

0840240279

-

亀甲堂薬局

0

3170064 茨城県日立市神峰町４－２－１

○

0840240295

-

石井薬局

0

3170053 茨城県日立市滑川町2716

○

0840240360

-

荒友薬局

0

3160022 茨城県日立市大沼町1-27-18

○

0840240394

-

西山薬局

0

3170053 茨城県日立市滑川町2-7-3

○

0840240402

-

セキネ薬局 支店

0

3160012 茨城県日立市大久保町1-1-15

○

0840240444

-

（有）長山薬局

0

3160003 茨城県日立市多賀町1-2-2

○

0840240469

-

スズヤ薬局

0

3170072 茨城県日立市弁天町1-14-7

○

0840240477

小野寺 尚之

大みか中央薬局

2

3191221

茨城県日立市大みか町２－２８－５ なぎさ会
館内

○

0840240568

-

（有）鹿島薬局

0

3170071 茨城県日立市鹿島町2-16-12

○

0840240584

-

永井薬局

0

3160014 茨城県日立市東金沢町5-4-30

○

0840240600

-

ファミリー薬局 しばた

0

3170062 茨城県日立市平和町1-14-12

○

0840240626

-

福地薬局

0

3170064 茨城県日立市神峰町1-12-7

○

0840240634

-

（有）セキネ薬局

0

3160013 茨城県日立市千石町2-1-9

○

0840240659

-

瀬谷薬局

0

3170053 茨城県日立市滑川町2-14-19

○

0840240683

-

ラブリー薬局

3170063 茨城県日立市若葉町１－１０－１１

○

0840240717

-

助川調剤

0

3170065 茨城県日立市助川町1-8-10

○

0840240733

有限会社

池上薬局

0

3160013 茨城県日立市千石町1-3-3

○

0840240816

-

ふかや薬局

0

3160014 茨城県日立市東金沢町5-3-17

○

0840240840

-

黒澤薬局

0

3191222 茨城県日立市久慈町3-5-11

○

0840240857

-

高瀬薬局

0

3160015 茨城県日立市金沢町2-15-7

○

0840240865

-

一仙堂荒友薬局

0

3170064 茨城県日立市神峰町２－１４－３

○

0840240873

-

わかば薬局

0

3160022 茨城県日立市大沼町２－１－１

○

0840240899

-

台原 福地薬局

0

3160021 茨城県日立市台原町2-13-5

○

0840240915

-

メイプル薬局 日立店

0

3191416 茨城県日立市田尻町４－４９－１６

○

0840240931

-

大和田薬局

0

3170076 茨城県日立市会瀬町1-6-17

○

0840240956

-

鳩ヶ丘調剤薬局

0

3170065 茨城県日立市助川町５－１－１１

○

0840240980

-

ハート薬局

0

3170071 茨城県日立市鹿島町１－１１－７

○

0840240998

株式会社 カワチ薬品

カワチ薬局 田尻店

0

3191416 茨城県日立市田尻町4-36-6

○

0840241004

-

川又薬局

0

3170064 茨城県日立市神峰町3-5-7

○

0840241012

-

とようら薬局

0

3191412 茨城県日立市折笠町５６４－４

○

0840241038

-

常陸薬局多賀店

0

3160013 茨城県日立市千石町２－７－７

○

0840241061

-

厚生薬局

0294-33-2222

3160004 茨城県日立市東多賀町５－１０－１２

○

0840241079

-

あい薬局

0294-25-7715

3160015 茨城県日立市金沢町１ー７ー２３

○

0840241103

有限会社 シグマ

桜川薬局

0294-25-6260

3160002 茨城県日立市桜川町１－３－９

○

0840241111

株式会社 セントフォローカンパニー

SFC薬局 ひたち南店

0294-25-5771

3191222 茨城県日立市久慈町7-19-13

○

0840241137

有限会社 メリーコーポレーション

メリー薬局

0294-25-6601

3160022 茨城県日立市大沼町３－４－１０

○

0840241145

有限会社ジャパンメディカ

千石調剤薬局

0294-34-1839

3160013 茨城県日立市千石町３－１１－２１

○

0840241152

大曽根 清朗

大曽根薬局

0294-33-0885

3160036 茨城県日立市鮎川町６－４－２３

○

0840241160

有限会社スズキファーマシー

東金沢薬局

0294-28-4189

3160014 茨城県日立市東金沢町5-6-16

○

0840241178

大曽根 洋子

大曽根薬局

0294-21-0226

3170066 茨城県日立市高鈴町3-1-28

○

0840241186

有限会社 ホンマ

あい薬局くじ店

0294-54-0355

3191222 茨城県日立市久慈町2-2-21

○

0840241228

株式会社 メデイックス

みなみ薬局

0294-28-0661

3191222 茨城県日立市久慈町４丁目１６－９

○

0840241236

有限会社 ホンマ

あい薬局 川尻店

0294-44-7451

3191411 茨城県日立市川尻町５丁目２９－７

○

0840241277

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局日立田尻店

0294-44-7127

3191416 茨城県日立市田尻町３－２３－５

○

0840241285

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局日立久慈店

0294-25-5547

3191222 茨城県日立市久慈町３－６－１７

○

0840241301

有限会社 ホンマ

あい薬局成沢店

0294-35-5118

3160033 茨城県日立市中成沢町2-21-1

○

0840241327

カワチ薬局鮎川店

カワチ薬局鮎川店

0294-25-6005

3160036 茨城県日立市鮎川町4-7-21

○

0840241343

-

いぶき台薬局

0294-39-6400

3191301 茨城県日立市十王町伊師3886-7

○

0840241350

-

十王薬局

0294-39-2061

3191303 茨城県日立市十王町友部東１－２－１

○

0294-21-3024

0840241400

株式会社 アルファーム

アルファーム薬局大みか店

0294-25-5191

3191221 茨城県日立市大みか町2-22-29

○

0840241418

有限会社 メディカルボックス

ひまわり調剤薬局

0294-29-9505

3160002 茨城県日立市桜川町2-18-3

○

0840241434

有限会社 茨城県保健協会

わかば薬局鹿島

0294-21-0150

3170071 茨城県日立市鹿島町2-179-1

○

0840241475

有限会社 茨城県保健協会 代表取締役 大河原
わかば薬局鹿島
浩

0294-21-0150

3170071 茨城県日立市鹿島町2-1-13-1階

○

0840241491

株式会社 日立アポテーク

あべ調剤薬局

0294-28-6605

3160003 茨城県日立市多賀町1-10-1

○

0840241517

株式会社 アイセイ薬局

アイセイ薬局東滑川店

0294-21-7100

3170052 茨城県日立市東滑川町1-38-16

○

0840340046

株式会社 山口薬品

山口薬局

0

3000043 茨城県土浦市中央１－７－１１

○

0840340129

-

額賀薬局

0

3000037 茨城県土浦市桜町1-12-16

○

0840340210

-

島田薬局

0

3000823 茨城県土浦市小松町1区22班38-1

○

0840340251

株式会社

坂本薬局

0

3001174 茨城県土浦市荒川沖西2-1-3

○

0840340293

株式会社

奥井薬局

0

3000043 茨城県土浦市中央1-8-16

○

0840340368

-

坪和薬局

0298-31-0317

3000011 茨城県土浦市神立中央１－１－３

○

0840340376

-

神立薬局

0

3000012 茨城県土浦市神立東1-5-2

○

0840340475

-

薬剤師会土浦調剤薬局

0

3000812 茨城県土浦市下高津1-21-50

○

0840340484

-

たかつ薬局

0

3000812 茨城県土浦市下高津1-15-12

○

0840340574

-

駅前薬局東口店

0

3000034 茨城県土浦市港町１－７－３

○

0840340582

-

南山堂薬局土浦店

0

3000033 茨城県土浦市川口１－５－１９

○

0840340665

-

プルシエ奥井薬局

0

3000048 茨城県土浦市田中２－１０プルシエ内

○

0840340681

-

花梨薬局 神立店

0298-32-8776

3000011 茨城県土浦市神立中央５ー２５ー１４

○

0840340723

-

四辻薬局

0298-31-8057

3000013 茨城県土浦市神立町14-3

○

0840340764

-

フレンド薬局

0298-43-1122

3000841 茨城県土浦市中1217-10

○

0840340780

-

テラカド薬局

0298-21-6218

3000812 茨城県土浦市下高津2-6-27

○

0840340798

有限会社 ワイツファーマ

調剤薬局 かなざわ

0298-41-5153

3000843 茨城県土浦市中村南4-4-32

○

0840340806

株式会社 セントメディカル

センター薬局

0298-25-3301

3000042 茨城県土浦市城北町7-23

○

0840340863

有限会社 ライズ調剤

フレンド薬局荒川沖店

0298-34-2233

3001174 茨城県土浦市荒川沖西2-11-11

○

0840340897

ファーマシー中山株式会社

アスカ薬局土浦店

0298-23-2135

3000047 茨城県土浦市生田町2-11

○

0840340954

株式会社 アルファーム

すみれ調剤薬局

0298-31-1411

3000011 茨城県土浦市神立中央5-4-16

○

0840340962

株式会社 カワチ薬品

カワチ薬局 土浦南店

0298-35-3575

3000815 茨城県土浦市中高津3-1-3

○

0840340988

株式会社 ケンユウ

土浦調剤薬局

0298-26-0750

3000812 茨城県土浦市下高津1-21-50

○

0840340996

有限会社 正企

さくらい薬局 南荒川沖店

0298-30-5050

3001173 茨城県土浦市荒川沖102-4

○

0840341002

株式会社 サンテ

スカイ薬局

0298-25-3011

3000815 茨城県土浦市中高津1-15-49

○

0840341010

旭調剤薬局 有限会社

旭調剤薬局土浦店

0298-27-1866

3000061 茨城県土浦市並木1-2-17

○

0840341028

株式会社 ファーマプラス

友愛薬局土浦店

029-835-8770

3000053 茨城県土浦市真鍋新町7-32

○

0840341036

関東医療サービス株式会社

山口薬局真鍋店

029-825-1193

3000053 茨城県土浦市真鍋新町19-4

○

0840341044

株式会社 南山堂

南山堂薬局真鍋新町店

029-825-0300

3000053 茨城県土浦市真鍋新町9-25

○

0840341051

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局土浦店

029-825-0130

3000053 茨城県土浦市真鍋新町7-4

○

0840341069

有限会社 きさらぎ

ぷらす調剤薬局

029-821-3670

3000835 茨城県土浦市大岩田2472

○

0840341077

有限会社 ワイツファーマ

ポプリ薬局中村店

029-841-5331

3000834 茨城県土浦市小岩田東5-30-2

○

0840341093

関東医療サービス株式会社

山口薬局ウララ店

029-825-5211

3000036 茨城県土浦市大和町9-2

○

0840341101

株式会社坂本薬局

株式会社坂本薬局

029-841-0122

3000874 茨城県土浦市荒川沖西2-1-1

○

0840341127

五和薬品有限会社

スミレ薬局

029-835-2518

3000037 茨城県土浦市桜町3-14-18

○

0840341135

駅前薬局ウララ3

駅前薬局ウララ3

029-821-1742

3000036 茨城県土浦市大和町9-3ウララⅢ-1

○

0840341150

大川 和子

大川薬局

029-823-8603

3000037 茨城県土浦市桜町2-4-12

○

0840341168

株式会社 奥井薬局

奥井薬局駅東口店

029-821-9963

3000034 茨城県土浦市港町1-7-3

○

0840341176

株式会社 セントラル

センター薬局

029-825-3301

3000042 茨城県土浦市城北町7-23

○

0840341184

有限会社 正企

さくらい薬局土浦文京店

029-835-2277

3000045 茨城県土浦市文京町10-22

○

0840341200

有限会社 ナカショウ

きだまり薬局

029-825-1246

3000026 茨城県土浦市木田余1641-1

○

0840341218

有限会社 沼野薬局

沼野薬局

0298-33-4799

3004115 茨城県土浦市藤沢964-8

○

0840341226

株式会社 サンテ

桃園薬局

0298-30-6131

3004113 茨城県土浦市下坂田2012-6

○

0840341242

株式会社 セントフォローカンパニー

ＳＦＣ薬局おおつ野ヒルズ店

029-828-2135

3000028 茨城県土浦市おおつ野8-2-22

○

0840341259

有限会社 正企

さくらい薬局土浦永国店

029-835-7777

3000817 茨城県土浦市永国1044-1

○

0840341267

有限会社 フヂヤ

フヂヤ薬局

029-830-4612

3000837 茨城県土浦市右籾2626-17

○

0840341283

有限会社 薬友

烏山薬局

029-843-7577

3000836 茨城県土浦市烏山1-476-2

○

0840341291

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局土浦霞ケ岡店

029-835-2881

3000825 茨城県土浦市霞ケ岡町22-5

○

0840341317

株式会社 セカンドメディカル

土浦南調剤薬局

029-841-7500

3000875 茨城県土浦市中荒川沖町5-3

○

0840440036

-

大和屋薬局

0

3060022 茨城県古河市横山町2-5-8

○

0840440051

有限会社 五十畑薬局

五十畑薬局

0

3060033 茨城県古河市中央町市中央1-2-34

○

0840440077

有限会社

森田薬局

0

3060016 茨城県古河市古河378

○

0840440119

-

麻原薬局

0

3060033 茨城県古河市中央町市中央2-2

○

0840440143

-

アヤベ薬局

0

3060013 茨城県古河市東本町4-7-37

○

0840440226

-

健光堂薬局

0

3060011 茨城県古河市東1-11-31

○

0840440234

-

古河アポス調剤薬局

0

3060011 茨城県古河市東3-10-5

○

0840440259

松永 美和子

松永薬局

0280-32-0514

3060011 茨城県古河市東2-13-39

○

0840440267

有限会社

倉持薬局

0

3060023 茨城県古河市本町2-7-23

○

0840440341

-

つくば調剤薬局

0

3060033 茨城県古河市中央町3-1-39

○

0840440366

加藤 博美

くるみ薬局

0

3060002 茨城県古河市三杉町2-28-1

○

0840440382

-

うさぎ薬局

0

3060004 茨城県古河市雷電町10-23

○

0840440408

加藤 博美

古河薬局

0280-32-9231

3060023 茨城県古河市本町1-2-26

○

0840440416

加藤 博美

あおば薬局

0280-33-0913

3060023 茨城県古河市本町1-10-6

○

0840440424

加藤 博美

つくし薬局

0280-31-3472

3060023 茨城県古河市本町2-4-36

○

0840440432

-

アゼリア薬局 古河店

0280-31-6710

3060013 茨城県古河市東本町4-3-1

○

0840440440

加藤 博美

まきば薬局

0280-22-0200

3060037 茨城県古河市錦町1-54

○

0840440507

有限会社 五十畑薬局

イソハタ薬局本町店

0280-30-7162

3060023 茨城県古河市本町3-1-31

○

0840440515

株式会社 ホワイトファルマ

ホワイト薬局古河店

0280-48-4567

3060041 茨城県古河市鴻巣607-7

○

0840440523

コスモファーマシー株式会社

アイリス薬局

0280-30-0001

3060023 茨城県古河市本町2-11-9

○

0840440549

株式会社 アポス

アポスセンター薬局

0280-30-8693

3060011 茨城県古河市東2-16-26

○

0840440564

株式会社 あさひ調剤

ももの木薬局

0280-48-0003

3060056 茨城県古河市坂間71-1

○

0840440572

有限会社 スミレ薬局

有限会社スミレ薬局

0280-21-1122

3060022 茨城県古河市横山町2-4-10

○

0840440606

株式会社 ホワイトファルマ

ホワイト薬局中央店

0280-22-2320

3060033 茨城県古河市中央町2-4-18

○

0840440614

-

落合薬局

0

3060222 茨城県古河市釈迦1078-4

○

0840440622

-

丘里薬局

0

3060205 茨城県古河市関戸1200-9

○

0840440648

-

ぴあホワイト薬局

0

3060233 茨城県古河市西牛谷北前1015-10

○

0840440655

加藤 博美

ひのき薬局

0

3060221 茨城県古河市駒羽根113-2

○

0840440697

株式会社 あさひ調剤

アイン薬局 総和店

0280-92-5622

3060221 茨城県古河市駒羽根830-2

○

0840440747

株式会社グリーンクロス・コア

ドラッグストアコア茨城総和薬局

0280-91-2055

3060204 茨城県古河市下大野2008

○

0840440754

有限会社カシマ

調剤薬局カシマ久能店

0280-91-1301

3060212 茨城県古河市久能1018-5

○

0840440762

株式会社 ライフ

かえで薬局

0280-91-3911

3060221 茨城県古河市駒羽根325-1

○

0840440788

有限会社 三和メディカル

あゆみ薬局

0280-30-8611

3060234 茨城県古河市上辺見341-3

○

0840440796

株式会社 ホワイトフォルマ

ホワイト薬局

0280-98-6481

3060233 茨城県古河市西牛谷881-64

○

0840440804

有限会社

卯木薬局

0

3060126 茨城県古河市諸川2554

○

0840440812

-

加藤薬局諸川店

0

3060126 茨城県古河市諸川柏木1000

○

0840440820

株式会社ツカファルマ

つかもと調剤薬局三和店

2

3060126 茨城県古河市諸川827-4

○

0840440838

-

オレンジ薬局諸川店

0

3060126 茨城県古河市諸川431-3

○

0840440853

-

コスモ調剤薬局

0

3060126 茨城県古河市諸川1366-5

○

0840440895

げんき印有限会社

しんせつ薬局

0280-75-1170

3060126 茨城県古河市諸川1186-5

○

0840440929

株式会社 協和ホスピタルサービス

古河中央薬局

0280-97-1335

3060232 茨城県古河市東牛谷520-5

○

0840440945

有限会社 フレンドシップ

木ノ下薬局

0280-97-2166

3060232 茨城県古河市東牛谷630-1

○

0840440978

-

ウェルシア薬局VAL古河店

0280-30-3268

3060023

0840540108

-

太陽堂薬局

0

3150014 茨城県石岡市国府6-2-4

○

0840540173

有限会社

灰吹屋山口薬局

0

3150013 茨城県石岡市府中2-1-28

○

0840540223

-

南山堂薬局旭台店

0

3150038 茨城県石岡市旭台1-6-23

○

0840540231

-

マジマ薬局

0

3150037 茨城県石岡市東石岡4-6-40

○

0840540264

-

南山堂薬局石岡店

0

3150023 茨城県石岡市東府中1-14

○

0840540272

-

高千穂薬局

0

3150037 茨城県石岡市東石岡4-11-27

○

0840540298

有限会社 ヒバリ

ヒバリ薬局

0299-27-0577

3150031 茨城県石岡市東大橋2832-11

○

0840540330

-

高千穂薬局 国府店

0299-36-0800

3150014 茨城県石岡市国府1-6-23

○

0840540363

-

るふと薬局

0299-23-3111

3150013 茨城県石岡市府中2-811-8

○

0840540389

有限会社 メディックス

みなみ薬局

0299-27-0571

3150035 茨城県石岡市南台3-34-8

○

0840540397

ファーマシー中山株式会社

アスカ薬局石岡店

0299-36-0551

3150001 茨城県石岡市石岡1-13-3

○

0840540413

㈱久保田薬局 代表取締役 久保田 勝嘉

パワー薬局 石岡店

0299-27-6767

3150027 茨城県石岡市杉並2-12929-12

○

0840540421

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局石岡店

0299-24-5721

3150009 茨城県石岡市大砂10528-43

○

0840540439

有限会社 ライズ調剤

ライズ調剤薬局石岡店

0299-35-2233

3150013 茨城県石岡市府中1-6-10

○

0840540447

株式会社 セントラルファーマシー

石岡セントラル薬局

0299-27-1221

3150037 茨城県石岡市東石岡4-1-39

○

0840540462

-

コヤマ薬局 八郷店

0299-36-9600

3150122 茨城県石岡市東成井2719-3

○

0840540470

-

あおば薬局

0299-36-4611

3150116 茨城県石岡市柿岡1547-5

○

0840540488

北川寛

きたがわ快晴堂薬局

0299-36-6508

3150102 茨城県石岡市太田1707-2

○

0840640049

有限会社

大武薬局

0

3080000 茨城県筑西市稲荷丙214

○

0840640072

-

小島薬局

0

3080031 茨城県筑西市丙305

○

0840640098

有限会社

飯沼薬局

0

3080021 茨城県筑西市甲938

○

0840640114

-

近江屋薬局

0

3080021 茨城県筑西市甲30

○

0840640122

-

ミトリ薬局

0

3080000 茨城県下館市市本城町甲298

○

0840640148

ヒロセ薬局

ヒロセ薬局

0296-28-5560

3080848 茨城県筑西市幸町1-18-3

○

0840640205

株式会社

田宮薬局

0

3080000 茨城県下館市市田町甲852

○

茨城県古河市本町1-1-15 VAL古河駅ビル
内

○

0840640213

有限会社

メディカルサイエンスつくば薬局

0

3080855 茨城県筑西市下川島826-39

○

0840640239

-

協和調剤薬局玉戸支局

0

3080000 茨城県筑西市幸町3-15-10

○

0840640270

-

ハニュウ薬局玉戸店

0

3080847 茨城県筑西市玉戸山ヶ島1080-4

○

0840640296

-

カザワ調剤薬局

0

3080031 茨城県筑西市丙58-3

○

0840640312

株式会社

ひまわり薬局

0

3080031 茨城県筑西市丙196-2

○

0840640320

-

協和調剤薬局下館支局

0

3080847 茨城県筑西市玉戸1109-3

○

0840640338

-

いいぬま薬局野殿店

0

3080843 茨城県筑西市野殿1139

○

0840640353

-

やまぐち薬局野殿店

0

3080843 茨城県筑西市野殿1457，1456-2

○

0840640395

-

ハニュウ薬局下館駅前店

0296-24-8988

3080021 茨城県筑西市甲丙220-13

○

0840640445

株式会社ツカファルマ

つかもと調剤薬局下館店

0296-20-1077

3080051 茨城県筑西市岡芹

○

0840640460

有限会社 ファル・レ

中尾薬局

0296-22-2809

3080827 茨城県筑西市市野辺88

○

0840640478

有限会社 飯沼薬局

いいぬま薬局下岡崎店

0296-22-0007

3080826 茨城県筑西市下岡崎2-8-2

○

0840640486

株式会社 グリーンクロス・コア

ウエルシア薬局下舘南店

0296-21-0227

3080041 茨城県筑西市乙916

○

0840640494

-

島谷薬局

3080123 茨城県筑西市関本上中214

○

0840640528

-

やまぐち薬局 関城店

0296-37-8011

3080111 茨城県筑西市舟生1059

○

0840640544

株式会社 やまとや薬局

やまとや薬局 磯山店

0296-21-4810

3080104 茨城県筑西市木戸磯山1285-23

○

0840640569

株式会社ツカファルマ

つかもと調剤薬局

2

3004541 茨城県筑西市松原台山1564-6

○

0840640577

-

ハニュウ薬局 北つくば店

0296-52-6371

3004517 茨城県筑西市海老ケ島931-3

○

0840640593

株式会社ツカファルマ

つかもと調剤薬局明野南店

0296-20-5103

3004524 茨城県筑西市中上野712-4

○

0840640619

-

高砂薬局

3091107 茨城県筑西市門井1974

○

0840640627

-

協和調剤薬局

0296-57-7070

3091107 茨城県筑西市門井1674-7

○

0840640635

株式会社ツカファルマ

つかもと調剤薬局協和店

2

3091101 茨城県筑西市小栗5624-7

○

0840640643

株式会社 アルファーム

アルファーム薬局協和店

0296-21-7711

3091107 茨城県筑西市門井1679-28

○

0840640668

コスモ調剤薬局協和店

クローバー薬局協和

0296-21-7050

3091116 茨城県筑西市横塚938

○

0840640684

株式会社 協和ホスピタルサービス

協和調剤薬局ようさん支局

0296-23-6600

3080825 茨城県筑西市下中山1192-2

○

0840740104

-

ササヤ薬局

0

3070001 茨城県結城市結城388

○

0840740138

-

福井薬局

0

3070001 茨城県結城市結城市結城1362

○

0840740161

-

広江薬局

0

3070022 茨城県結城市矢畑297

○

0840740195

-

SFC薬局結城山川新宿店

0296-35-2215

3070033 茨城県結城市山川新宿168-6

○

0840740229

-

すこやか薬局

0296-20-8622

3070001 茨城県結城市結城市結城7965-28

○

0840740245

-

うえにし薬局 有限会社

0296-32-8489

3070001 茨城県結城市結城市結城9619-6

○

0840740260

-

大崎薬局

0296-33-2389

3070001 茨城県結城市結城市結城13453

○

0840740278

株式会社 マイドラッグ

ハニュウ薬局 結城駅南店

0296-34-0077

3070000 茨城県結城市中央町1-5-20

○

0840740286

株式会社マイドラッグ

ハニュウ薬局結城東店

0296-21-2277

3070001 茨城県結城市結城下り松6202

○

0840740294

有限会社 絹の里薬局

絹の里薬局

0296-21-2277

3070001 茨城県結城市結城1356-6

○

0840740302

（有）ニコー介護医療サービス 稲葉 利雄

せき調剤薬局

0296-34-7833

3070003 茨城県結城市富士見町10611-1

○

0840740310

株式会社 サンテ

すみれ薬局

0296-33-0313

3070001 茨城県結城市結城8621-45

○

0840740344

株式会社 マイドラッグ

ハニュウ薬局小田林店

0296-33-8090

3070007 茨城県結城市小田林2520-213

○

0840740351

株式会社 エフアンドエフ

あじさい薬局

0296-20-8223

3070001 茨城県結城市結城城ノ内8776-9

○

0840740369

株式会社 協和ホスピタルサービス

結城中央薬局

0296-33-7651

3070001 茨城県結城市結城9628-4

○

0840740377

株式会社 サンテ

ひまわり調剤薬局

0296-33-6905

3070001 茨城県結城市結城10742-15

○

0

0

0840740385

株式会社 サンテ

くわのみ薬局

0296-20-8130

3070001 茨城県結城市結城11794-2

○

0840840037

有限会社

長生堂薬局

0

3010824 茨城県龍ケ崎市下町4897

○

0840840045

有限会社

渡辺薬局

0

3010813 茨城県龍ケ崎市新町4093

○

0840840052

有限会社

塚本哲也長生堂薬局

0

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町598-1

○

0840840060

-

加納屋薬局

0

3010823 茨城県龍ケ崎市砂町5140

○

0840840094

-

ホワイト薬局

0

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3589

○

0840840136

-

有限会社スター調剤薬局

0

3010821 茨城県龍ケ崎市東町2937

○

0840840144

有限会社

共栄堂薬局

0

3010034 茨城県龍ケ崎市小通幸谷町444-2

○

0840840151

-

島田薬局

0

3010033 茨城県龍ケ崎市佐貫町555-6

○

0840840169

-

メイプル薬局

0

3010002 茨城県龍ケ崎市中根台1-9-32

○

0840840177

-

レインボー薬局

0

3010838 茨城県龍ケ崎市愛戸町47

○

0840840185

-

エース薬局

0

3010856 茨城県龍ケ崎市貝原塚町3033

○

0840840193

-

オレンジ薬局

0

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町2980-8

○

0840840201

有限会社

松野薬局

0

3010012 茨城県龍ケ崎市上町2916

○

0840840268

有限会社 スター調剤薬局

スバル薬局

0297-60-7484

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘4-5-5

○

0840840300

有限会社 スター調剤薬局

ドリーム調剤薬局

0297-64-8464

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町635-2

○

0840840326

株式会社 南山堂

南山堂薬局 龍ヶ崎店

0297-61-2700

3010854 茨城県龍ケ崎市中里1-1-13

○

0840840367

有限会社 ワイアンドイー

ひろせ薬局

0297-60-0155

3010854 茨城県龍ケ崎市中里1-1-10

○

0840840375

株式会社 アインファーマシーズ

今川薬局龍ヶ崎米町店

0297-62-4208

3010018 茨城県龍ケ崎市米町六斗蒔8655

○

0840840383

株式会社 アインファーマシーズ

今川薬局佐貫店

0297-60-2300

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町1区15-5

○

0840840409

株式会社 アインファーマシーズ

今川薬局龍ヶ岡店

0297-61-0231

3010854 茨城県龍ケ崎市中里1-1-12

○

0840840417

株式会社 カワチ薬品

カワチ薬局竜ヶ崎店

0297-61-0870

3010854 茨城県龍ケ崎市中里1-1-7

○

0840840425

株式会社 千葉薬品

ヤックスドラッグ竜ヶ崎藤ヶ丘薬局

0297-63-7362

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘1-3-1

○

0840840433

有限会社 丸元サカエ薬局

サカエ薬局

0297-66-3381

3010043 茨城県龍ケ崎市松葉4-9-12

○

0840840441

有限会社 松野薬局

松野薬局佐貫店

0297-65-8889

3010032 茨城県龍ケ崎市佐貫1-4-4

○

0840840458

有限会社 スター調剤薬局

オリオン薬局

0297-61-0702

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町2643-3

○

0840840474

松野薬局川原代店

松野薬局川原代店

0297-64-7966

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町6186-1

○

0840840516

有限会社 スター調剤薬局 代表取締役 杉野
三千代

ドリーム薬局中央店

0297-63-7474

3010824 茨城県龍ケ崎市下町2885

○

0840840524

有限会社 セーブ

神田山調剤薬局龍ヶ崎

0297-60-2511

3010042 茨城県龍ケ崎市長山7-9-9

○

0840840532

有限会社 松野薬局

松野薬局上米店

0297-62-0383

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町601-12

○

0841040041

株式会社

外山長兵衛商店かしわや薬局

0

3040068 茨城県下妻市下妻丁101

○

0841040066

-

ほずみ薬局

0

3040007 茨城県下妻市黒駒1139-1

○

0841040108

-

つかだ薬局

0

3040068 茨城県下妻市下妻丁146-5

○

0841040140

-

たみや薬局下妻店

0

3040062 茨城県下妻市下妻戊396-1

○

0841040157

-

ひまわり薬局下妻店

0

3040064 茨城県下妻市本城町1-48-4

○

0841040173

-

ユーキ薬局

0296-44-8830

3040002 茨城県下妻市江2054

○

0841040181

-

たけの薬局 下妻店

0296-30-5500

3040016 茨城県下妻市数須837

○

0841040199

株式会社 メディカルサポート

あけぼの薬局湖畔店

0296-30-6565

3040028 茨城県下妻市下木戸534-4

○

0841040231

（有）つくばメディカ 鎌野 衛

ハロー薬局

0296-30-5575

3040064 茨城県下妻市本城町2-103-1

○

0841040249

株式会社 外山長兵衛商店

かしわや薬局栗山店

0296-43-1320

3040067 茨城県下妻市下妻乙399-1

○

0841040272

株式会社 メディカルサポート

あけぼの薬局 千代川店

0296-45-0102

3040821 茨城県下妻市別府295-8

○

0841140072

-

遠藤薬局

0

3030021 茨城県常総市水海道諏訪町2802

○

0841140155

有限会社

ゴキタ薬局

0

3030023 茨城県常総市水海道宝町2785

○

0841140163

-

黒鳥薬局

0

3030022 茨城県常総市水海道淵頭町2931

○

0841140189

-

モリシタ薬局

0297-22-1050

3030005 茨城県常総市水海道森下町4387-4

○

0841140254

有限会社 エイトウズイ

あけぼの薬局内守谷店

0297-20-3386

3030043 茨城県常総市内守谷町3875-3

○

0841140262

有限会社 フラワー調剤

ひまわり薬局

0297-25-0808

3030016 茨城県常総市新井木町11-5

○

0841140270

株式会社 アインファーマシーズ

今川薬局水海道店

0297-22-3351

3030016 茨城県常総市新井木町122-10

○

0841140296

小竹 博

カシワヤ薬局

0297-22-0564

3030023 茨城県常総市水海道宝町2762

○

0841140304

-

有限会社 山中薬局

0

3002706 茨城県常総市新石下375-9

○

0841140312

-

せきい薬局

0

3002706 茨城県常総市新石下1012-10

○

0841140320

-

あけぼの薬局

2

3002731 茨城県常総市古間木新田811-2

○

0841140338

-

学園中央薬局石下店

0

3002742 茨城県常総市向石下899-61

○

0841140379

有限会社 サンメディカル

あけぼの薬局上石下店

0297-43-0700

3002707 茨城県常総市本石下4804-2

○

0841140387

-

クララ薬局

0297-30-8875

3002706 茨城県常総市新石下3484

○

0841140403

アイアールファーマシー株式会社

ひかり薬局篠山店

0297-43-0888

3002721 茨城県常総市篠山296-3

○

0841240013

-

平塚長命堂薬局

0

3130005 茨城県常陸太田市栄町2467

○

0841240021

合名会社

川又薬局

0

3130051 茨城県常陸太田市東一町2290

○

0841240047

合名会社

和田薬局

0

3130055 茨城県常陸太田市西二町2206

○

0841240112

-

薬局ヒタチ

0

3130016 茨城県常陸太田市金井町3599

○

0841240138

-

カナイ薬局

0

3130016 茨城県常陸太田市金井町3696

○

0841240146

-

有限会社日座薬局

0

3130005 茨城県常陸太田市栄町2474

○

0841240153

株式会社 サン薬局

株式会社 サン薬局

2

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町940

○

0841240179

-

平塚薬局

0

3130005 茨城県常陸太田市栄町3005-3

○

0841240211

-

ひらつか薬局 中城店

0294-70-1198

3130061 茨城県常陸太田市中城町138，140合併の12

○

0841240245

和田薬局

和田薬局

0294-72-0263

3130055 茨城県常陸太田市西二町2206

○

0841240252

コスモス薬局

コスモス薬局

0294-70-1152

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町2005-3

○

0841240278

株式会社 日本薬局

茨城調剤薬局佐竹南台店

0294-80-2182

3130049 茨城県常陸太田市天神林町870-243

○

0841240286

有限会社 久米薬局

有限会社久米薬局

0294-76-0761

3130123 茨城県常陸太田市久米町173-1

○

0841240294

株式会社 クオン

すみれ薬局

0294-80-2030

3130016 茨城県常陸太田市金井町3677

○

0841240302

有限会社 うさぎ薬局

うさぎ薬局

0294-72-2235

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町2005-3

○

0841240328

有限会社 ツインウィングス

つばさ薬局金砂店

0294-70-4505

3130103 茨城県常陸太田市下宮河内町133-3

○

0841240336

株式会社 アイセイ薬局

アイセイ薬局 谷河原店

0294-72-2345

3130043 茨城県常陸太田市谷河原町1180-4

○

0841440159

-

イイダ薬局

0

3180023 茨城県高萩市島名2159-24

○

0841440209

-

ＡＰＣファーマシー

0

3180023 茨城県高萩市島名富士2374-11

○

0841440233

-

朱省堂福田薬局

0

3180021 茨城県高萩市安良川293-88

○

0841440266

-

わかば薬局 高萩

0293-20-0080

3180003 茨城県高萩市下手綱大谷口1928-1

○

0841440282

有限会社 ホンマ

あい薬局荒崎店

0293-20-5030

3180002 茨城県高萩市高戸382-2

○

0841440290

-

吉田薬局

0293-22-2027

3188511 茨城県高萩市本町1-17

○

0841440308

有限会社 茨城県保健協会

わかば薬局春日

0293-20-5077

3180031 茨城県高萩市春日町2-77-1

○

0841440324

有限会社 ケーシーエスファーマシー

キューブ薬局高萩店

0293-20-5101

3180032 茨城県高萩市大和町3

○

0841440340

大高 達也

大高薬局

0293-22-3048

3180032 茨城県高萩市大和町2-98

○

0841440365

株式会社 日本薬局

茨城調剤薬局高萩店

0293-20-5557

3180004 茨城県高萩市上手綱493-1

○

0841440373

金澤 克子

白木屋薬局

0293-22-5678

3180033 茨城県高萩市本町2-88-4

○

0841440415

古澤 久男

ひかり薬局

0293-22-2222

3180014 茨城県高萩市東本町3-32-3

○

0841540057

-

関本薬局

0

3191724 茨城県北茨城市関本町八反185-2

○

0841540115

-

松本薬局

0

3191559

0841540131

-

たなか薬局

0

3191553 茨城県北茨城市中郷町汐見ケ丘6-1258-79

○

0841540156

-

田畑薬局

0

3191542 茨城県北茨城市磯原町本町1-1-3

○

0841540198

有限会社

西野自然堂薬局中郷店

0

3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井1549-1

○

0841540248

-

やぶき薬局大津店

0

3191704 茨城県北茨城市大津町北町1-3-10

○

0841540255

-

西野自然堂薬局

0

3191545 茨城県北茨城市磯原町木皿1108-1

○

0841540271

-

北茨城薬局

0293-30-2055

3191702 茨城県北茨城市大津町2697-1

○

0841540297

石澤 三枝子

磯原薬局西店

0292-42-1158

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-81

○

0841540313

飯塚 陽子

パール薬局

0293-30-6535

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1-265-2

○

0841540339

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局北茨城磯原店

0293-30-6026

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-291

○

0841540347

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局北茨城中郷店

0293-30-7510

3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2535

○

0841540354

株式会社 ツルハ

調剤薬局ツルハドラッグ北茨城店

0293-30-6008

3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2830

○

0841640022

-

佐野薬局

0

3091611 茨城県笠間市笠間1328-1

○

0841640071

-

かさま薬局

0

3091611 茨城県笠間市笠間1632-2

○

0841640113

有限会社 根本薬局

有限会社 根本薬局

2

3091736 茨城県笠間市八雲1-2-4

○

0841640139

富施 祐一

みどり薬局

2

3091717 茨城県笠間市旭町472-2

○

0841640154

-

病院まえドラッグ薬局

2

3091703 茨城県笠間市鯉淵6526-236

○

0841640170

-

アルファーム薬局友部店

2

3091736 茨城県笠間市八雲2-1058-208

○

0841640196

-

ナップ薬局鯉淵店

2

3091703 茨城県笠間市鯉淵6266-1

○

0841640204

-

ひかり薬局

2

3091738 茨城県笠間市大田町918-3

○

0841640212

-

ロイヤル薬局友部

2

3091705 茨城県笠間市東平4-5-33

○

0841640220

-

今川薬局友部中央店

2

3091703 茨城県笠間市鯉淵6526-91

○

0841640246

-

きりん薬局

2

3091703 茨城県笠間市鯉淵6268-103

○

0841640253

-

ひまわり薬局

2

3091738 茨城県笠間市大田町208-144

○

0841640261

-

みつばち薬局

2

3091717 茨城県笠間市旭町107-4

○

0841640295

-

SFC薬局友部店

2

3091722 茨城県笠間市平町1635-22

○

0841640311

-

あす薬局

2

3190206 茨城県笠間市安居1295-4

○

0841640329

-

有限会社 菅谷薬局

2

3190202 茨城県笠間市下郷5012

○

0841640337

-

SFC薬局岩間中央店

2

3190202 茨城県笠間市下郷4167-3

○

0841640360

株式会社 アインファーマシーズ 代表取締役
大谷 喜一

アイン薬局こいぶち店

0297-71-3261

3091703 茨城県笠間市鯉淵6526-90

○

0841640386

株式会社 ユーワ

アイリス薬局

0296-71-1210

3091613 茨城県笠間市石井2031-2

○

0841640394

株式会社 コスモファーマ

コスモファーマ薬局稲荷店

0296-70-0102

3091611 茨城県笠間市笠間4376-5

○

0841740145

-

坂本薬局

0

3020013 茨城県取手市台宿1-7-11

○

0841740178

-

白山薬局

0

3020023 茨城県取手市白山6-24-7

○

0841740202

有限会社

いそやま薬局

0

3020023 茨城県取手市白山1-1-18

○

0841740301

-

三浦薬局

0

3020022 茨城県取手市本郷1-21-6

○

0841740384

-

天祐堂薬局

0

3020023 茨城県取手市白山2-5-9

○

茨城県北茨城市中郷町上桜井郷町下桜井
860-1

○

0841740426

-

メイプル薬局取手店

0

3020001 茨城県取手市小文間3886-5

○

0841740459

-

ひまわり薬局

0

3020034 茨城県取手市戸頭6-22-3

○

0841740491

-

（有）新村薬局

0297-78-0700

3020034 茨城県取手市戸頭4-3-5

○

0841740517

ファーマシー中山 株式会社

アスカ薬局

0297-78-7557

3020034 茨城県取手市戸頭6-31-9ビルドタカ1F

○

0841740533

株式会社 ソーケンメディカル

すずらん薬局井野店

0297-72-8387

3020011 茨城県取手市井野4436-1

○

0841740541

総合メディカル 株式会社

そうごう薬局井野台店

0297-70-1861

3020015 茨城県取手市井野台5-2-29

○

0841740566

日本調剤 株式会社

日本調剤 取手薬局

0297-77-5551

3020015 茨城県取手市井野台5-2-28

○

0841740624

神田山調剤薬局

神田山調剤薬局

0297-77-7888

3020004

0841740632

有限会社 セーブ

神田山薬局井野団地

0297-74-6282

3020012 茨城県取手市井野団地3-9-106

○

0841740665

-

三健堂薬局

3001511 茨城県取手市椚木2499-2

○

0841740681

株式会社 アインファーマシーズ

今川薬局藤代店

0297-85-8702

3001546 茨城県取手市岡1462-5

○

0841740699

アガペ藤代薬局

アガペ藤代薬局

0297-71-6531

3001505 茨城県取手市下萱場1300

○

0841740707

有限会社 ファーマシーすず

すず薬局桜が丘店

0297-70-3082

3001525 茨城県取手市桜が丘17-2

○

0841740731

有限会社 正企 代表取締役 櫻井 克行

さくらい薬局取手店

0297-70-7711

3020038 茨城県取手市下高井1969-9

○

0841740756

クオール 株式会社

クオール薬局取手店

0297-73-9088

3020011 茨城県取手市井野253-3

○

0841840119

有限会社

倉持世界堂

0

3060632 茨城県坂東市辺田631-7

○

0841840135

株式会社 菅沼薬局

スガヌマ薬局

0297-35-0003

3060631 茨城県坂東市岩井4443

○

0841840150

アイアールファーマシー株式会社

いしつか薬局

0297-36-0515

3060631 茨城県坂東市岩井3292-18

○

0841840176

-

神田山調剤薬局

0297-20-8600

3060617 茨城県坂東市神田山657-2

○

0841840192

-

有限会社 もとはし薬局

0297-35-0073

3060631 茨城県坂東市岩井4462

○

0841840200

-

マスダ調剤薬局

0297-35-9665

3060632 茨城県坂東市辺田1423-1

○

0841840218

有限会社 もとはし薬局

有限会社もとはし薬局ナカネ

0297-36-0118

3060631 茨城県坂東市岩井1159-4

○

0841840234

加藤 博美

ひばり薬局

0

3060515 茨城県坂東市沓掛4483-4

○

0841840259

-

倉持調剤薬局沓掛店

0

3060515 茨城県坂東市沓掛372-4

○

0841840267

加藤 博美

あかね薬局

0297-44-2882

3060515 茨城県坂東市沓掛神明842

○

0841840283

株式会社 メディカルキャビネット

つむぎ薬局

0297-44-0269

3060515 茨城県坂東市沓掛西村2525-7

○

0841940026

-

鈴木薬局

0

3001236 茨城県牛久市田宮町142

○

0841940042

-

石川薬局

0

3001236 茨城県牛久市田宮町1084

○

0841940059

株式会社

ひまわり薬局

0

3001204 茨城県牛久市岡見町940-23

○

0841940075

-

牛久薬局

0

3001216 茨城県牛久市神谷町2-11-1

○

0841940117

-

双葉薬局

0

3001233 茨城県牛久市栄町2-2

○

0841940174

-

スマイル薬局

0

3001232 茨城県牛久市上柏田4-55-12

○

0841940182

-

ミシェル薬局

0

3001221 茨城県牛久市牛久町280エスガードビル1Ｆ

○

0841940224

-

牛久南薬局

0298-71-0828

3001222 茨城県牛久市南1-6-42

○

0841940240

-

中国漢方整体未来薬局

0298-72-3397

3001222 茨城県牛久市南2-27-14

○

0841940257

株式会社セカンドメディカル

あおば薬局

0298-70-1860

3001222 茨城県牛久市南1-6-1

○

0841940265

株式会社 中内

一番館薬局

0298-30-7600

3001232 茨城県牛久市上柏田2-36-24

○

0841940299

根本 清美

根本薬局ひたち野店

0298-71-8172

3001207

0841940307

根本 清美

根本薬局 みどり野店

0298-71-7182

3001222 茨城県牛久市南2-24-14

○

0841940315

株式会社 アインファーマシーズ

今川薬局牛久店

0298-73-9790

3001211 茨城県牛久市柏田町1583-6

○

0841940331

根本 清美

根本薬局南店

029-781-1030

3001222 茨城県牛久市南4-38-13

○

0

茨城県取手市取手3-4-15取手クリニックビル
2F

茨城県牛久市ひたち野東5-3-2ひたち野うし
く池田ビル1階

○

○

0841940349

株式会社 グットファイブ

南山堂薬局うしく店

029-878-2300

3001221 茨城県牛久市牛久町166

○

0841940356

株式会社ツカファルマ

つかもと調剤薬局牛久店

029-870-3066

3001203 茨城県牛久市下根町773-6

○

0841940364

株式会社 ミシェル

たんぽぽ薬局

029-872-3800

3001232 茨城県牛久市上柏田4-54-13

○

0841940372

-

アサヒ薬局うしく店

029-871-5593

3001234 茨城県牛久市中央1丁目21-3

○

0841940398

株式会社 ミシェル

あおぞら薬局

029-878-3006

3001233 茨城県牛久市栄町5-45-5

○

0841940422

クオール 株式会社

クオール薬局牛久店

029-830-7160

3001217 茨城県牛久市さくら台1-18-1

○

0842040024

有限会社

大竹薬局

0

3050861 茨城県つくば市谷田部2966

○

0842040172

株式会社

山田屋薬局

0

3004231 茨城県つくば市北条27

○

0842040222

-

漢方閣

0

3050032 茨城県つくば市竹園2-14-12

○

0842040230

-

緑が丘薬局

0

3050863 茨城県つくば市緑が丘23-5

○

0842040248

-

薬剤師会大学前薬局

0

3050821 茨城県つくば市春日3-12-7

○

0842040362

-

スズラン調剤薬局 学園店

0

3050045 茨城県つくば市梅園2-8-18

○

0842040370

-

木村薬局

0

3002637 茨城県つくば市酒丸元中東出口259-6

○

0842040453

-

グラム調剤薬局つくば店

2

3050033 茨城県つくば市東新井5-2

○

0842040461

-

有限会社快生堂薬局

0

3050033 茨城県つくば市東新井13-3

○

0842040487

-

南山堂薬局つくば店

2

3050005 茨城県つくば市天久保1-8-1筑波第3ﾋﾞﾙ1F

○

0842040495

-

学園薬局

0

3002642 茨城県つくば市高野1156-4

○

0842040537

-

とよさと薬局

2

3050812 茨城県つくば市東平塚894-3

○

0842040552

-

あおやま薬局

0298-66-0379

3004353 茨城県つくば市沼田283-4

○

0842040560

-

松の木薬局

0298-50-5100

3050056 茨城県つくば市松野木187-7

○

0842040602

藤島 勤

学園薬局上横場店

0298-36-5100

3050854 茨城県つくば市上横場1124-7

○

0842040651

-

ナップ薬局

0298-60-6231

3050043 茨城県つくば市大角豆930-10

○

0842040701

-

株式会社エビス薬局つくば店

0298-50-6077

3050001 茨城県つくば市栗原1676

○

0842040719

-

さくら薬局

0298-55-0091

3050043 茨城県つくば市大角豆1741-2

○

0842040727

株式会社ツカファルマ

つかもと調剤薬局 桜店

0298-50-6355

3050001 茨城県つくば市栗原3565-4

○

0842040743

-

いこい調剤薬局

0298-39-2137

3050854 茨城県つくば市上横場2365-8

○

0842040750

-

三島屋薬局

0298-39-2220

3050067 茨城県つくば市館野270-2

○

0842040768

株式会社 紫峰

学園調剤薬局

0298-37-2711

3050853 茨城県つくば市榎戸509-40

○

0842040826

有限会社ピーエス

おにがくぼ薬局

0298-48-0221

3002651 茨城県つくば市鬼ケ窪1108-2

○

0842040834

有限会社 ナップ

ナップ薬局大角豆店

0298-60-6231

3050043 茨城県つくば市大角豆930-10

○

0842040842

株式会社 アサヒ

アサヒ調剤薬局公園前店

0298-49-2345

3050046 茨城県つくば市東2-31-6

○

0842040859

有限会社 はあと薬局

はあと薬局

0298-39-4677

3050834 茨城県つくば市手代木1937-2

○

0842040875

有限会社 薬友

花畑薬局

0298-79-0171

3050805 茨城県つくば市花畑3-28-11

○

0842040982

株式会社アサヒ

アサヒ調剤薬局北条店

0298-50-7666

3004231 茨城県つくば市北条89

○

0842041014

有限会社ファルマビジョン

さわ薬局

0298-50-6585

3050042 茨城県つくば市下広岡746-9

○

0842041063

株式会社 カワチ薬品

カワチ薬局つくば大穂店

0298-77-0747

3053257 茨城県つくば市筑穂2-3-2

○

0842041139

寺田 勝

寺田薬局健康館

0298-73-4433

3001252 茨城県つくば市高見原4-5-2

○

0842041147

三浦 孝子

三誠堂薬局森の里店

0298-76-2720

3001256 茨城県つくば市森の里47-11

○

0842041162

千葉 瑞恵

自由ヶ丘薬局

0298-76-4651

3001266 茨城県つくば市自由ケ丘165-13

○

0842041196

関東医療サービス 株式会社

高崎薬局

0298-71-8802

3001245 茨城県つくば市高崎1371-6

○

0842041204

株式会社 アイエス

あす薬局筑波店

0298-70-5071

3001252 茨城県つくば市高見原1-2-33

○

0842041212

株式会社 紫峰

学園中央薬局 西大橋店

0298-60-3201

3050831 茨城県つくば市西大橋174-1

○

0842041246

株式会社 アインファーマシーズ

今川薬局つくば上横場店

0298-37-2411

3050854 茨城県つくば市上横場2573-128

○

0842041279

株式会社 アインファーマシーズ

今川薬局つくば学園店

0298-39-2300

3050854 茨城県つくば市上横場2365-3

○

0842041287

株式会社 アインファーマシーズ

今川薬局つくば北条店

0298-50-7711

3004231 茨城県つくば市北条5117

○

0842041329

有限会社 アークファーマ

ひがし調剤薬局

029-860-8070

3050046 茨城県つくば市東2-26-15

○

0842041337

株式会社 マイドラック

ハニュウ薬局上ノ室店

029-863-5005

3050023 茨城県つくば市上ノ室493-1

○

0842041345

今川薬局つくば天久保店

今川薬局つくば天久保店

029-858-2877

3050005 茨城県つくば市天久保1-1-6

○

0842041360

株式会社 オフィスタニフジ

ヒロ調剤薬局

029-836-2230

3050861 茨城県つくば市谷田部5893-4

○

0842041378

株式会社 紫峰

学園中央薬局つくば駅前店

029-860-2367

3050031

0842041394

株式会社 アインファーマシーズ

今川薬局つくば篠崎店

029-864-8001

3003264 茨城県つくば市篠崎503-2

○

0842041410

-

高野台パーク薬局

029-839-1109

3050074 茨城県つくば市高野台3丁目13-1

○

0842041428

株式会社 くすりの福太郎

薬局くすりの福太郎筑波学園店

029-839-5031

3050854 茨城県つくば市上横場2467

○

0842041444

有限会社 木村薬局

大学前薬局

029-856-3523

3050821 茨城県つくば市春日3-12-6

○

0842041451

有限会社 ＴＸライフ

ふたば薬局

9085146050

3050032 茨城県つくば市竹園1-4-1

○

0842041469

株式会社 メディカルサポート

あけぼの薬局つくば手代木店

029-839-2227

3050834 茨城県つくば市手代木1920-3

○

0842041477

株式会社 南山堂

南山堂薬局研究学園駅前店

029-869-7560

3050817 茨城県つくば市研究学園5-12-4

○

0842041485

株式会社 広瀬薬品

つくば並木薬局

029-851-0439

3050044 茨城県つくば市並木4-1-3

○

0842041501

合同会社 ファースト・レメディー

すばる薬局

029-828-5411

3050033 茨城県つくば市東新井26-13

○

0842041519

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくばみどりの店

029-839-5860

3050882 茨城県つくば市みどりの中央A-79街区-1

○

0842140022

-

スルガヤ薬局

3111202 茨城県ひたちなか市磯崎町4240-6

○

0842140071

-

SFC薬局 かもめ店

029-263-5463

3111225 茨城県ひたちなか市釈迦町5-3

○

0842140089

有限会社 松岡薬局

松岡薬局

029-262-4569

3111215 茨城県ひたちなか市東本町13-16

○

0842140162

-

鈴木薬局

0

3120052 茨城県ひたちなか市東石川1647-6

○

0842140220

有限会社

大成堂薬局 長崎屋店

0

3120057

0842140279

-

アイザワ薬局 高場店

0

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3161-10

○

0842140295

-

病院前薬局

0

3120032 茨城県ひたちなか市津田1895

○

0842140303

-

アゼリア調剤薬局 勝田駅前店

029-276-0131

3120046 茨城県ひたちなか市勝田泉町4-16

○

0842140345

-

モン調剤薬局

0

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3-28-10

○

0842140360

-

城山薬局

0

3120032 茨城県ひたちなか市津田2802-7

○

0842140378

-

勝田中央薬局

0

3120011 茨城県ひたちなか市中根町5124-3

○

0842140410

-

津田薬局

0

3120032 茨城県ひたちなか市津田地蔵堂2832-14

○

0842140428

-

みすず薬局 幸町店

029-263-6350

3111226 茨城県ひたちなか市幸町16-4

○

0842140451

-

北条薬局

029-272-5692

3120025 茨城県ひたちなか市武田1255

○

0842140485

-

おかだ薬局

0

3120046 茨城県ひたちなか市勝田泉町8-23

○

0842140501

-

おりーぶ薬局 佐和店

0

3120061 茨城県ひたちなか市稲田老ノ塚221-6

○

0842140527

-

とのやま薬局

029-264-1101

3111212 茨城県ひたちなか市殿山町1-3-8

○

0842140535

有限会社

大成堂薬局中根店

029-273-8293

3120011 茨城県ひたちなか市中根5138-3

○

0842140576

-

おおだいら薬局

029-271-2099

3120023 茨城県ひたちなか市大平4-3-13

○

0842140584

株式会社 ベルクラン薬学社

あんず薬局佐和店

029-202-0009

3120061 茨城県ひたちなか市稲田221-6

○

0842140618

株式会社 スリービー

スリービー薬局堀口店

029-354-6262

3120034 茨城県ひたちなか市堀口612-1

○

0842140634

ファーマシー中山株式会社

春日薬局

029-273-6850

3120047 茨城県ひたちなか市表町18-1

○

0

茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビ
ル1階

茨城県ひたちなか市石川町1-1長崎屋勝田
店内

○

○

0842140642

有限会社ナップ

ナップ薬局佐和店

029-354-3501

3120002 茨城県ひたちなか市高野2441-10

○

0842140659

有限会社ブルーマウンテン

グリーン薬局

029-264-4300

3111228 茨城県ひたちなか市八幡町9-1

○

0842140667

有限会社 エムテック

薬局エムテックなかみなと店

029-262-5762

3111246 茨城県ひたちなか市相金町1-5

○

0842140709

有限会社 さわや

さわや薬局

029-270-2130

3120032 茨城県ひたちなか市津田西久保3244-2

○

0842140717

有限会社 ティーティーケー

すずらん調剤薬局

029-354-1551

3120011 茨城県ひたちなか市中根富士山4787-1

○

0842140725

小林 誠

誠心堂薬局

029-272-4744

3120042 茨城県ひたちなか市東大島1-24-2

○

0842140733

有限会社 いずみファーマキュアー

いずみ薬局

029-264-3074

3111262 茨城県ひたちなか市道メキ1512

○

0842140741

有限会社 むつの薬局

むつの薬局

029-354-0815

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3379-205

○

0842140766

中原 和彦

ながほりの薬局

029-354-1234

3120017 茨城県ひたちなか市長堀町3-8-19

○

0842140782

株式会社 ワンズネクスト

ファースト薬局高場店

029-202-6676

3120062 茨城県ひたちなか市高場1180-7

○

0842140790

株式会社 シーイーストカンパニー

カトレア薬局

029-354-6575

3120053 茨城県ひたちなか市外野1-35-11

○

0842140816

株式会社 セントフォローカンパニー

ＳＦＣ中根薬局

029-354-0718

3120011 茨城県ひたちなか市中根3646-1

○

0842140840

有限会社ウェルフェア

かみしき台薬局

029-263-0814

3111241 茨城県ひたちなか市赤坂12389-1

○

0842140857

株式会社 日本薬局

茨城調剤薬局馬渡店

029-354-6677

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3840-7

○

0842140865

SFC勝田本町薬局

SFC勝田本町薬局

029-354-7655

3120026 茨城県ひたちなか市勝田本町4-16

○

0842140881

株式会社 ベルクラン薬学社

あんず薬局

029-354-0009

3120032 茨城県ひたちなか市津田東2-7-15

○

0842140915

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局ひたちなか店

029-354-5070

3120032 茨城県ひたちなか市津田2824-1

○

0842140923

有限会社 Ｂｅｌｌｅ

あうら薬局

029-202-6277

3120061 茨城県ひたちなか市稲田38-4

○

0842240020

-

島薬局

0

3140031 茨城県鹿嶋市宮中1-9-36

○

0842240046

-

鹿島中央薬局

0

3140031 茨城県鹿嶋市宮中359-6

○

0842240061

-

みやわき健康薬局

0

3140031 茨城県鹿嶋市宮中2048-20

○

0842240079

-

鹿神堂三共薬局

0299-82-1057

3140031 茨城県鹿嶋市宮中5-1-1

○

0842240129

株式会社

鹿神堂 三共薬局 チェリオ店

0299-82-6668

3140031 茨城県鹿嶋市宮中290-1

○

0842240145

-

あけぼの薬局

0

3140031 茨城県鹿嶋市宮中8-1-7

○

0842240186

-

タグチ薬局

0

3140012 茨城県鹿嶋市平井1128-339

○

0842240202

-

あけぼの薬局宮中店

0

3140031 茨城県鹿嶋市宮中8-9-26

○

0842240228

-

プラス薬局

0

3140012 茨城県鹿嶋市平井1345-7

○

0842240236

-

ひがしやま薬局

0

3140031 茨城県鹿嶋市宮中1995-68

○

0842240277

有限会社 大竹薬局

みほの薬局

0299-85-0630

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台2346-5

○

0842240319

有限会社 日の丸薬局

日の丸薬局サンポート店

0299-83-5209

3140034

0842240327

有限会社 シュウメディカル

めだか薬局

0299-85-0321

3140031 茨城県鹿嶋市宮中8-9-19

○

0842240343

有限会社 パルム

パルム薬局宮中店

0299-85-3060

3140031 茨城県鹿嶋市宮中5185-1

○

0842240376

有限会社 山口薬局

山口薬局かしま店

0299-90-9595

3112207 茨城県鹿嶋市志崎1226-3

○

0842240384

クオール 株式会社

クオール薬局宮中店

0299-83-0301

3140031 茨城県鹿嶋市宮中8-9-26

○

0842240392

クオール 株式会社

クオール薬局鹿嶋店

0299-83-2271

3140031 茨城県鹿嶋市宮中8-1-7

○

0842340010

飯島 藤悦

飯島薬局

0299-62-2156

3112424 茨城県潮来市潮来698

○

0842340077

川口 千秋

川口北薬局

0299-63-0682

3112424 茨城県潮来市潮来7-ｲ

○

0842340119

株式会社 公仁薬局

あけぼの薬局牛堀店

0299-80-3018

3112436 茨城県潮来市牛堀649-2

○

0842340127

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局潮来店

0299-62-2255

3112421 茨城県潮来市辻416-1

○

0842340135

株式会社 マツモトキヨシ

薬局マツモトキヨシ牛堀ララルー店

0299-64-6811

3112437 茨城県潮来市永山777

○

0842340150

株式会社 松﨑

株式会社松﨑松﨑薬局

0299-63-1001

3112424 茨城県潮来市潮来295

○

茨城県鹿嶋市鉢形1526-3 サンポートかしま
ショッピングセンター内

○

0842340168

クオール 株式会社

クオール薬局牛堀店

0299-80-3018

3112436 茨城県潮来市牛堀649-2

○

0842440018

有限会社守谷薬局

守谷薬局

0297-48-0048

3020109 茨城県守谷市本町659

○

0842440026

有限会社スカイ

守谷調剤薬局

0297-45-6660

3020102 茨城県守谷市松前台1-16-11

○

0842440034

増田 道雄

マスダ調剤薬局守谷店

0297-45-9755

3020102 茨城県守谷市松前台1-7-1

○

0842440083

有限会社うさみ

うさみ薬局

0297-45-5005

3020125 茨城県守谷市高野5070-6

○

0842440125

有限会社 飯田調剤薬局

いいだ薬局 守谷店

0297-20-0025

3020109 茨城県守谷市本町402-2

○

0842440166

株式会社 ウィーズ

サンリツ薬局守谷店

0297-47-8800

3020118 茨城県守谷市立沢239-7

○

0842440174

有限会社 うさみ

ゆう薬局

0297-46-0346

3020118 茨城県守谷市立沢142-17

○

0842440182

株式会社 アインファーマシーズ

今川薬局守谷店

0297-48-9670

3020118 茨城県守谷市立沢981-7

○

0842440208

有限会社 飯田薬局

ケーアイ薬局

0297-47-1510

3020128 茨城県守谷市けやき台6-16-13

○

0842440257

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局守谷ひがし野店

0297-21-1560

3020131 茨城県守谷市ひがし野2-2-5

○

0842440265

有限会社 アポロ

つばさ薬局

0297-20-6266

3020102 茨城県守谷市松前台1-16-10

○

0842440273

株式会社 ＩＳＩライフ・クリエイト

守谷中央薬局

0297-47-8255

3020108 茨城県守谷市松並1629-3

○

0842540023

有限会社 エフアンド ビーメディカル・水戸

アポテーク薬局

0295-53-3938

3192215 茨城県常陸大宮市上町357-4

○

0842540031

株式会社 フォーメン

うるの薬局

02955-4-1281

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野426

○

0842540049

あすなろ薬局

あすなろ薬局

02955-4-1360

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3115-1

○

0842540072

有限会社 オリエントメディカル

オリエント薬局山方店

0295-54-4007

3193111 茨城県常陸大宮市山方945-1

○

0842540080

株式会社 日本薬局

茨城調剤薬局常陸大宮店

0295-53-9901

3192256 茨城県常陸大宮市田子内町3034-4

○

0842540114

有限会社 永和薬局

おせ薬局

0295-54-3230

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬1425

○

0842640013

-

ふなばし薬局

0

3110107 茨城県那珂市額田南郷454

○

0842640039

-

そよかぜ薬局

0

3110105 茨城県那珂市菅谷3307芳野屋テナントB

○

0842640054

-

那珂保険薬局

029-295-0015

3110105 茨城県那珂市菅谷605-28

○

0842640062

-

なみき薬局

029-295-9001

3110113 茨城県那珂市中台716-3

○

0842640070

-

スルガヤ薬局

029-298-0064

3110105 茨城県那珂市菅谷4468-15

○

0842640088

-

こうのす薬局

029-353-1890

3110133 茨城県那珂市鴻巣1415-1

○

0842640112

株式会社 ジェイピー

ひばり薬局

029-352-0551

3110134 茨城県那珂市飯田1726-5

○

0842640120

有限会社 オーク

かしのき薬局

029-352-0234

3110113 茨城県那珂市中台750-6

○

0842640138

株式会社 日本薬局

茨城調剤薬局後台店

029-270-8817

3110111 茨城県那珂市後台3127-47

○

0842640146

平塚 俊一

平塚薬局

029-295-2081

3110105 茨城県那珂市菅谷4389

○

0842640179

株式会社 美鈴

みすず薬局中台店

029-353-2355

3110113 茨城県那珂市中台745-9

○

0842640245

有限会社 マインド

みずき薬局

029-353-2300

3110134 茨城県那珂市飯田2822-6

○

0842740029

-

村山薬局

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲3147-1

○

0842740045

-

ぬまた調剤薬局

0298-40-5051

3000506 茨城県稲敷市沼田2687-4

○

0842740052

株式会社マツモトキヨシ

薬局マツモトキヨシ江戸崎店

0298-92-7712

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲2137-1

○

0842740078

株式会社 南山堂

南山堂薬局江戸崎店

029-834-5800

3000508 茨城県稲敷市佐倉3251-8

○

0842740086

-

さくらい薬局 桜川古渡店

0298-40-6655

3000638 茨城県稲敷市古渡36-1

○

0842740094

有限会社 ライズ調剤

薬局パンプキン

029-892-5000

3000522 茨城県稲敷市蒲ケ山76-21

○

0842840019

-

綿引薬局

0298-96-0003

3000214 茨城県かすみがうら市坂770

○

0842840027

-

花梨薬局

0

3150053 茨城県かすみがうら市稲吉東1-15-2

○

0842840068

株式会社 花梨薬局

みつば薬局

029-834-8585

3150053 茨城県かすみがうら市稲吉東5-22-13

○

0842940017

-

イトウ薬局

0

3140127 茨城県神栖市木崎206-1

○

0

0842940033

-

翠誠堂大衆薬局

0

3140121 茨城県神栖市溝口4873-238

0842940058

-

スガワ薬局

2

3140143

0842940082

有限会社ソニック

ヴィクトリー薬局 神栖店

2

3140134 茨城県神栖市賀2108-157

○

0842940090

-

あい薬局

0

3140133 茨城県神栖市息栖3877-12

○

0842940116

-

カムラ薬局

0299-90-1861

3140134 茨城県神栖市賀2108-205

○

0842940124

有限会社 パルム

パルム薬局きざき店

0299-93-2480

3140144 茨城県神栖市大野原8-9-3

○

0842940165

有限会社 刀水堂薬局

（有）刀水堂薬局

0299-96-2385

3140112 茨城県神栖市知手中央3-2-32

○

0842940173

波崎中央メディカル株式会社

中央薬局知手店

0299-90-5633

3140112 茨城県神栖市知手中央7-3405-253

○

0842940181

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局神栖店

0299-90-6612

3140112 茨城県神栖市知手中央7-3405-254

○

0842940199

-

寿々喜薬局

0

3140341 茨城県神栖市矢田部土合ケ原

○

0842940207

-

アサヒ薬局

2

3140408 茨城県神栖市波崎5292

○

0842940215

-

金井薬局

2

3140408 茨城県神栖市波崎8942-13

○

0842940223

-

タカラ薬局

0

3140254 茨城県神栖市太田4148-3

○

0842940249

-

Ｙ・Ａ薬局

0

3140341 茨城県神栖市矢田部7801-30

○

0842940256

-

土合薬局

0

3140343 茨城県神栖市土合本町3-9809-258

○

0842940272

波崎中央メディカル株式会社

中央薬局

0479-40-5370

3140343 茨城県神栖市土合本町1-9082-5

○

0842940306

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局波崎土合店

0479-40-5366

3140343 茨城県神栖市土合本町1-8762-37

○

0842940330

松原 淑子

南山堂薬局波崎店

0479-40-5600

3140343 茨城県神栖市土合本町1-9082-5 Ｃ棟

○

0842940355

フクイ薬品株式会社

田辺薬局知手中央店

0479-40-0151

3140255 茨城県神栖市砂山1014-35

○

0842940405

クオール 株式会社

クオール薬局神栖店

0299-93-3111

3140132 茨城県神栖市筒井1422-263

○

0843040049

有限会社 リードファルマ

かすみ薬局

0299-80-8250

3113803 茨城県行方市井貝中原354

○

0843040064

有限会社

甲谷薬局

2

3113512 茨城県行方市玉造甲128-5

○

0843040072

-

東京堂薬局

0299-55-2925

3113501 茨城県行方市芹沢1746-1

○

0843040080

-

イヅミ薬局

0299-55-3180

3113512 茨城県行方市玉造甲緑ケ丘5919

○

0843040098

有限会社 松本薬局

松本薬局

0299-55-1083

3113512 茨城県行方市玉造甲346

○

0843040122

株式会社 ビーチフィールド

たまつくり調剤薬局

0299-35-6067

3113512 茨城県行方市玉造甲510-4

○

0843140013

-

関谷薬局

0

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚11525

○

0843140021

-

スルガヤ薬局

0

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町753

○

0843140054

-

江口薬局

0

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町718

○

0843140104

-

勝山薬局

0

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1088

○

0843140120

-

黒沢薬局

0

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1504

○

0843140310

-

ドラッグサンヨー

2

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町555

○

0843140344

-

中山薬局

0

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1031

○

0843140419

-

みすず薬局本店

029-293-6133

3113135 茨城県東茨城郡茨城町海老沢20-11

○

0843140450

-

じょうほく薬局

029-240-6061

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚503-5

○

0843140468

-

みすず薬局 石崎店

029-240-8055

3113122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎4701-73

○

0843140484

-

スリービー薬局大洗店

029-267-7676

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町830

○

0843140492

株式会社アルファーム

あさひ薬局

029-267-0863

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町951

○

0843140500

有限会社スルガヤ薬局

スルガヤ薬局

029-267-2324

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町727

○

0843140518

-

アルファ－ム薬局桜ヶ丘店

029-240-7588

3113156 茨城県東茨城郡茨城町奥谷1090-3

○

0843140591

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局常北店

029-240-6400

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1341

○

茨城県神栖市神栖1-17-25チェリーブルーム
3-101

○
○

0843140617

有限会社メビウス

アイビー薬局

029-219-1517

3113131 茨城県東茨城郡茨城町小堤1143-3

○

0843140633

株式会社 ウィーズ

サンリツ薬局水戸桜の郷店

029-219-2217

3113100 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-10

○

0843140641

株式会社 フロンティア

ワタキュー薬局桜の郷店

029-219-2446

3113100 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-12

○

0843140658

株式会社 フロンティア

水戸ロイヤル薬局

029-219-1080

3113100 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-12

○

0843140682

有限会社 トライ

きりん薬局 城里店

029-289-4343

3114323 茨城県東茨城郡城里町上圷888-1

○

0843140690

株式会社 ベルクラン薬学社

あんず薬局 大洗店

029-264-8300

3111307

0843340191

-

ひたちなか薬局

029-282-1485

3191113 茨城県那珂郡東海村照沼30-4

○

0843340233

-

ねもと薬局

0

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川宮後587-2

○

0843340258

-

宇佐美薬局

029-282-0506

3191118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東3-6-1

○

0843340365

ひたちなか薬業協同組合

とうかい薬局

029-306-2718

3191102 茨城県那珂郡東海村石神内宿1722-1

○

0843340423

株式会社 日本薬局

茨城調剤薬局舟石川店

029-283-4526

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川689-6

○

0843340449

株式会社 サンテ

イースト薬局

029-306-1132

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川95

○

0843340464

有限会社 薬局企画

わかば薬局東海

029-270-5077

3191100 茨城県那珂郡東海村3-2-11-105ﾃｨｰﾋﾞﾙ

○

0843340514

ノース薬局

ノース薬局

029-306-1281

3191106 茨城県那珂郡東海村白方1707-83

○

0843340530

-

さつき薬局東海店

029-306-3221

3191112 茨城県那珂郡東海村村松2083-7

○

0843340548

-

ねもと薬局病院前店

029-287-7878

3191112 茨城県那珂郡東海村村松2083-6

○

0843440041

-

フジタ薬局

0

3193526 茨城県久慈郡大子町大子町大子712

○

0843440074

-

里仁堂薬局

02957-2-0003

3193526 茨城県久慈郡大子町大子町大子628

○

0843440082

有限会社 ファインメディカル

だいご薬局

02957-9-1550

3193526 茨城県久慈郡大子町大子822-1

○

0843840091

-

あけぼの薬局

0

3000306 茨城県稲敷郡阿見町曙361-1

○

0843840174

-

有限会社高田薬局本店

0

3000428 茨城県稲敷郡美浦村舟子3188

○

0843840216

-

霞ケ浦薬剤センター薬局

0298-87-6671

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-2

○

0843840224

-

まりやま薬局

0

3001151 茨城県稲敷郡阿見町荒川沖953-553

○

0843840315

-

さくらい薬局阿見店

0

3000337 茨城県稲敷郡阿見町中郷2-1-7

○

0843840323

-

有限会社高田薬局美駒店

0

3000415 茨城県稲敷郡美浦村美駒2500あ2F

○

0843840398

-

さくらい薬局 荒川本郷店

0298-30-4777

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-2-14

○

0843840422

株式会社 アルファーム

アルファーム美浦店薬局

0298-85-9331

3000413 茨城県稲敷郡美浦村大谷1216-1

○

0843840448

株式会社 セカンドメディカル

阿見原薬局

0298-91-0022

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見町阿見4811-6

○

0843840455

-

有限会社ダルマ薬局中央店

0298-91-1193

3000392 茨城県稲敷郡阿見町中央4-8-31

○

0843840463

有限会社 高田薬局

有限会社高田薬局ヨークベニマル店

0298-40-4800

3000424

0843840471

株式会社セントラルメディカル

センター薬局荒川本郷店

0298-34-2350

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷1329-160

○

0843840489

有限会社 アイン

すずらん薬局

0298-91-2177

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央3-2-13

○

0843840505

ファーマシー中山株式会社

アスカ薬局阿見店

029-88-0227

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見2742-2

○

0843840513

ファーマシー中山株式会社

アスカ薬局島津店

0298-87-8036

3000311 茨城県稲敷郡阿見町島津3791

○

0843840539

有限会社ワイツファーマ

ポプリ薬局医大前店

0298-91-2810

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央3-19-16

○

0843840638

株式会社 南山堂

南山堂薬局阿見町店

029-887-6984

3000337 茨城県稲敷郡阿見町中郷2-30-6

○

0843840653

株式会社 セントラル

センター薬局荒川本郷店

029-834-2350

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷1329-160

○

0844240051

-

フルサワ薬局

0

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷598-1

○

0844240135

-

たけの調剤薬局

0

3003516 茨城県結城郡八千代町高崎1076-2

○

0844240275

有限会社 ひとは

よつば薬局

0296-30-3737

3003551 茨城県結城郡八千代町栗山236-2

○

0844340109

有限会社 藤屋

藤屋薬局

0280-87-4321

3060433 茨城県猿島郡境町366

○

茨城県東茨城郡大洗町桜道267 STビル1階
B

茨城県稲敷郡美浦村受領1552-1 ヨークベ
ニマル美浦店内

○

○

0844340497

-

かりん薬局

0280-84-2969

3060313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋3267-6

○

0844440164

-

香取薬局

0

3001622 茨城県北相馬郡利根町布川3081-11

○

0844440438

恒松 直哉

健生堂薬局

3001636 茨城県北相馬郡利根町羽根野900-138

○

0847140027

-

ホーム薬局フジイ

0

3091216 茨城県桜川市明日香1-54

○

0847140035

-

イナミ薬局

0

3091453 茨城県桜川市友部1026-1

○

0847140043

-

岩瀬プラザ薬局

0296-70-4311

3091223 茨城県桜川市鍬田628-5

○

0847140050

有限会社 協和ホスピタルサービス

協和調剤薬局 岩瀬支局

0296-70-8122

3091223 茨城県桜川市鍬田631-3

○

0847140068

株式会社ツカファルマ

つかもと調剤薬局 岩瀬店

0296-70-8122

3091211 茨城県桜川市岩瀬206-4

○

0847140076

有限会社 協和ホスピタルサービス

協和調剤薬局上の原支局

0296-70-8155

3091226 茨城県桜川市上野原地新田181-3

○

0847140118

-

大和屋薬局

0

3004417 茨城県桜川市真壁町飯塚49

○

0847140126

有限会社 大木薬局

有限会社 大木薬局

0296-55-0701

3004411 茨城県桜川市真壁町田143-4

○

0847140142

-

真壁中央薬局

3004407 茨城県桜川市真壁町古城259-3

○

0847140159

株式会社久保田薬局

パワー調剤薬局

0296-23-8787

3004417 茨城県桜川市真壁町飯塚拾番耕地1006-1

○

0847140191

有限会社 深谷薬局

有限会社深谷薬局

0296-58-7237

3091231 茨城県桜川市本木2109-1

○

0847140217

武藤 由紀子

ノイエ薬局

0296-58-4133

3091231 茨城県桜川市本木1599-7

○

0847140225

桜井 崇明

桜井薬局

0296-55-0243

3004408 茨城県桜川市真壁町真壁186

○

0847240033

-

土子薬局

0

3111517 茨城県鉾田市鉾田町1531-2

○

0847240066

-

中根薬局 舟木店

0291-36-5488

3111501 茨城県鉾田市舟木202-40

○

0847240074

-

りふる薬局

0291-34-1166

3111518 茨城県鉾田市新鉾田西2-2-8

○

0847240082

-

ほこた薬局

0291-33-4608

3111504 茨城県鉾田市安房1650-4

○

0847240108

有限会社 さわやか

さわやか薬局

0291-34-2088

3111517 茨城県鉾田市鉾田2475

○

0847240124

有限会社 フダ調剤薬局

（有）フダ調剤薬局

0291-34-5113

3112116 茨城県鉾田市札616-2

○

0847340015

-

（有）このみ薬局

2

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2102-1

○

0847340031

-

飯田薬局

2

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2735-10

○

0847340049

-

谷井田薬局

2

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田1077-3

○

0847340064

-

センター薬局伊奈店

2

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2755-2

○

0847340072

-

絹の台ふれあい薬局

2

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台2-4-13

○

0847340080

エコ健康 株式会社

にこあり薬局

0297-57-1339

3002353 茨城県つくばみらい市小張4089-60

○

0847440039

-

おがわ薬局

2

3113423 茨城県小美玉市小川1853-2

○

0847440062

-

今川薬局小川店

2

3113422 茨城県小美玉市中延644-2

○

0847440088

-

玉里調剤薬局

2

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1768-33

○

0860590017

社団法人 石岡市医師会

石岡市医師会 訪問看護ステーション

0299-24-3377

3150009 茨城県石岡市大砂10528-25

○

0861790012

公益社団法人 取手市医師会

取手市医師会 訪問看護ステーション ひまわ
り

0297-78-3094

3020034 茨城県取手市戸頭3－26－18

○

0861990018

一般社団法人 竜ヶ崎市・牛久市医師会

訪問看護ステーションうしく

0298-72-8889

3001234 茨城県牛久市中央3-15-1

○

0862490042

株式会社 佐瀬トータルケアセンター

アネシス訪問看護ステーション

0297-21-1525

3020105 茨城県守谷市薬師台2-16-3

○

0863390027

医療法人 博仁会

おおみや 訪問看護ステーション

02955-3-1010

3192261 茨城県常陸大宮市上町321

○

0863390068

医療法人 芳栄会

訪問看護ステーション わかば

0295-53-6077

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3109

○

0870101581

医療法人 藤沢整形外科クリニック

医療法人 藤沢整形外科クリニック

029-247-6833

3100847 茨城県水戸市米沢町98-8

○

0810114496

椋棒 巖

水戸笠原眼科クリニック

029-243-8375

3100852 茨城県水戸市笠原町563-1

○

0810114504

中村 尚

中村整形外科医院

029-255-2225

3100903 茨城県水戸市堀町1153-3

○

0811910710

医療法人社団 緑真会

天満胃腸科クリニック

029-830-7770

3001222 茨城県牛久市南5-44-8

○

0297-68-3367

0

0812012433

寺崎 太郎

寺崎クリニック

029-865-0034

3002617 茨城県つくば市吉沼1437-1

○

0813811064

医療法人社団 ユリシス

まつばらウィメンズクリニック

029-830-5151

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-16-2

○

0840640692

株式会社 エンドウ・ユキ

ウィン薬局

0296-23-6222

3080005 茨城県筑西市中舘145-12

○

0841440423

小豆畑薬局 株式会社

小豆畑薬局

0293-22-3179

3180032 茨城県高萩市大和町4-14

○

0843840687

株式会社 南山堂

南山堂薬局 荒川沖店

029-843-7330

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-22-1

○

0844340679

有限会社 さんわ薬局

とまと薬局

0280-81-1262

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸287-3

○

0847340098

十字堂メディカル 株式会社

十字堂薬局

029-720-7575

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台3-138-6

○

0811410349

医療法人 愛正会

医療法人愛正会やすらぎの丘温泉病院付属安
0293-22-0123
良川クリニック

3180021 茨城県高萩市安良川963-8

○

0811711225

秋田 敏行

秋田 医院

0297-23-0341

3001511 茨城県取手市椚木890

○

0812012458

山口 直美

つくば木の花クリニック

029-839-4458

3050056 茨城県つくば市松野木109-1

○

0812012466

大野 博之

大野医院

029-848-0888

3002655 茨城県つくば市島名634

○

0812111391

医療法人社団 尚仁会

尚仁会クリニック

029-271-3409

3120034 茨城県ひたちなか市堀口616-1

○

0830331930

中村 史嗣

なかむらデンタルケアクリニック

029-841-9877

3000873 茨城県土浦市荒川沖423-1

○

0830431136

医療法人 針谷歯科医院

針谷歯科医院

0280-32-6651

3060011 茨城県古河市東3-5-5

○

0831630512

桐竹 晶子

田崎歯科医院

0296-72-0123

3091611 茨城県笠間市笠間34

○

0831630520

医療法人社団 誠芳会

医療法人社団誠芳会 石本病院

0296-72-4051

3091613 茨城県笠間市石井2047

○

0831630538

安藤 仁

安藤歯科医院

0296-72-0347

3091611 茨城県笠間市笠間1398

○

0831830476

小林 修

小林歯科医院

0297-35-0016

3060631 茨城県坂東市岩井2828-1

○

0831930821

窪田 聡

くぼた歯科医院

029-871-6474

3001206 茨城県牛久市ひたち野西3-38-4

○

0831930839

川本 幸司

川本歯科医院

029-871-8005

3001234 茨城県牛久市中央2-4-15

○

0832031744

坂入 正和

坂入歯科医院

029-847-8371

3002648 茨城県つくば市豊里の杜1-18-11

○

0832131031

鈴木 宏信

ヒロ歯科クリニック

029-212-4182

3120054 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-8

○

0832230411

本間 留美果

本間歯科医院デンタルヘルススタジオ

0299-84-5909

3140031 茨城県鹿嶋市宮中2324-19

○

0840142764

株式会社 セントフォローカンパニー

SFC薬局 堀町店

029-257-6170

3100903 茨城県水戸市堀町1161-15

○

0840142780

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局水戸見和店

029-257-6683

3100911 茨城県水戸市見和1-309-2

○

0840142798

青木 重篤

アオキ薬局

029-221-4673

3100063 茨城県水戸市五軒町3-1-2

○

0840241525

有限会社 メリーコーポレーション

桜川薬局

0294-28-7061

3160002 茨城県日立市桜川町2-25-17

○

0840341325

株式会社 ハピネスメディカル

調剤薬局 ハピネス

029-825-0355

3000053 茨城県土浦市真鍋新町9-23

○

0840341333

株式会社 エイド

めぐみ調剤薬局

029-828-5264

3000042 茨城県土浦市城北町13-19

○

0841940448

株式会社 ナカコウ

さくら台薬局

029-870-2522

3001217 茨城県牛久市さくら台1-1-12

○

0842041527

瀬野 靖浩

パイン薬局

029-839-9925

3050056 茨城県つくば市松野木109-6

○

0842041535

株式会社 さくら薬局

一番館薬局

029-867-0877

3004231 茨城県つくば市北条5150-13

○

0842140931

有限会社 アスク

おりーぶ薬局

029-276-0009

3120034 茨城県ひたちなか市堀口616-1

○

0842440299

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局守谷ひがし野店

0297-47-8131

3020108 茨城県守谷市松並1580-2

○

0842640260

株式会社 ベルクラン薬学社

あんず薬局那珂店

029-353-2066

3110100 茨城県那珂市竹ノ内3-2-1

○

0842740110

沼﨑 章

鰯屋薬局

029-892-2929

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲2674

○

0843130708

株式会社 アスカム

すずらん薬局 大洗店

029-264-5501

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1093

○

0843840703

有限会社 オリエントメディカル

オリエント薬局 阿見店

029-891-3055

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗2574-1

○

0847440120

有限会社 ポールスター

プラム薬局

0299-58-7155

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1747-16

○

0872001714

医療法人社団 双峰会

医療法人社団 双峰会 大久保歯科医院

029-864-0051

3003253 茨城県つくば市大曽根3722-8

○

0810114512

岡野 正

岡野眼科医院

029-248-0768

3100845 茨城県水戸市吉沢町1078-2

○

0810510867

医療法人社団 金山会

桜井病院

0299-42-3922

3150133 茨城県石岡市半田1886

○

0810710632

医療法人 アスムス

生きいき診療所・ゆうき

0296-45-6500

3070001 茨城県結城市結城9144-1

○

0812012474

佐久間 満里子

さくま皮フ科クリニック

029-863-2033

3050817 茨城県つくば市研究学園5-5-16

○

0812012490

医療法人社団 山粋会

みどりのクリニック

029-839-5523

3050000 茨城県つくば市台町22街区-1

○

0812111409

田澤 真理

河村クリニック

029-272-2068

3120034 茨城県ひたちなか市堀口611-1

○

0812310217

医療法人社団 同仁会

医療法人社団 同仁会 常南医院

0299-63-1101

3112421 茨城県潮来市辻386

○

0831930847

医療法人社団 梨生会

医療法人社団 梨生会 牛久駅西口歯科

029-830-8883

3001221 茨城県牛久市牛久町282 JR牛久駅西口1階

○

0832031769

医療法人社団 朋友

西川歯科

029-863-4182

3050043 茨城県つくば市大角豆1698

○

0840142806

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局水戸けやき台店

029-240-1256

3100842 茨城県水戸市けやき台1-140-1

○

0840540496

浅野 和夫

浅野薬局

0299-43-0020

3150116 茨城県石岡市柿岡1900-9

○

0841640436

株式会社 美鈴

みすず薬局笠間大町店

0296-70-1161

3091611 茨城県笠間市笠間1158-4

○

0842740128

有限会社 スター調剤薬局

オアシス薬局

0297-87-0345

3010902 茨城県稲敷市上根本3391-2

○

0810211938

江尻 成昭

えじり内科クリニック

0294-54-2221

3191234 茨城県日立市大和田町1-1-28

○

0810510875

公益社団法人 地域医療振興協会

公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一
病院

0299-225151

3150023 茨城県石岡市東府中1-7

○

0811110550

みぞぐちクリニック

みぞぐちクリニック

0297-42-2757

3002707 茨城県常総市本石下118

○

0811110568

内藤 琇一

みつかいどうプラザクリニック

0297-22-0102

3030023 茨城県水海道市宝町2725-1

○

0813010162

医療法人 東湖会

医療法人東湖会 北浦診療所

0291-35-2500

3111704 茨城県行方市山田1146-7

○

0817310147

伊津野 明子

小張クリニック

0297-58-0354

3002353 茨城県つくばみらい市小張4706-1

○

0817410269

新澤 暁

新澤医院

0299-48-0034

3190106 茨城県小美玉市堅倉995

○

0830133401

封馬 利基

見和歯科クリニック

029-253-4782

3100911 茨城県水戸市見和2-246-1堤ビル3B

○

0830133419

大内 宏之

大内歯科医院

029-243-4118

3100851 茨城県水戸市千波町2475-11

○

0830231734

鈴木 一宏

高鈴歯科医院

0294-76-8214

3170066 茨城県日立市高鈴町2-3-31

○

0830331948

医療法人社団 広誠会

田口高広歯科

029-821-1112

3000036 茨城県土浦市大和町9-1ウララビル1F

○

0830530754

福田 輝幸

わかまつ歯科

0299-24-1184

3150018 茨城県石岡市若松2-1-53

○

0830530762

公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一病
院

公益社団法人 地域医療法人振興協会 石岡
第一病院

0299-225151

3150023 茨城県石岡市東府中1-7

○

0831930854

佐藤 沙織

さとう歯科医院

029-871-4618

3001207 茨城県牛久市ひたち野東3-33-6

○

0831930862

西崎 直和

西崎歯科医院

029-871-3363

3001221 茨城県牛久市牛久町3157-63

○

0832031785

山口 深恵

あわたに歯科医院

029-857-8418

3050001 茨城県つくば市栗原3705-2

○

0837130277

榎戸 繁

えのきど歯科

0296-55-5454

3004417 茨城県桜川市真壁町飯塚524-6

○

0837230267

保科 博邦

保科歯科医院

029-32-2627

3111521 茨城県鉾田市飯名484-60

○

0840142814

株式会社 純光

茨城調剤薬局見川店

029-240-3930

3100913 茨城県水戸市見川町2131-1815

○

0840241533

有限会社 ツインウィンクス

あおぞら薬局 大和田店

0294-59-3380

3191234 茨城県日立市大和田町1-1-30

○

0840441000

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 古河諸川店

0280-75-0622

3060126 茨城県古河市諸川1166

○

0840540504

株式会社 南山堂

南山堂薬局 石岡本店

0299-36-1011

3150023 茨城県石岡市東府中13458-92

○

0840540512

株式会社 久保田薬局

ほし薬局 石岡店

0299-35-8500

3150023 茨城県石岡市東府中13458-94

○

0842240400

株式会社 ジェイピー

さつき薬局 本店

0299-85-2131

3140000 茨城県鹿嶋市厨4－2－8

○

0842240418

株式会社 ジェイピー

さつき薬局 2号店

0299-84-7230

3140000 茨城県鹿嶋市5－5－10

○

0842440307

有限会社 うさみ

薬師台調剤薬局

0297-34-0154

3020105 茨城県守谷市薬師台1-3-6

○

0842740136

鈴木 好

鈴木白牡丹薬局

029-892-2910

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲2684

○

0810312132

浅野 徹

浅野眼科医院

029-821-0778

3000043 茨城県土浦市中央2-15-18

○

0810510883

医療法人 傳美会

杉並クリニック

0299-27-6700

3150027 茨城県石岡市杉並2-12929-11

○

0810611392

溝口 将之

みぞぐち皮膚科医院

0296-23-2033

3080021 茨城県筑西市甲95-1

○

0810611400

医療法人 桂仁会

宮山公園診療所

0296-52-8881

3004504 茨城県筑西市宮山381-1

○

0810611418

医療法人社団 幸清会

医療法人社団 幸清会 しもだて内科クリニッ
ク

0296-25-2212

3080031 茨城県筑西市丙205-2レジデンスミマス3-A

○

0810810770

医療法人社団 健成会

松本クリニック

0297-62-4747

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町字三区650-1

○

0811110576

医療法人社団 亮潤会

一色クリニック

0297-25-1451

3030005 茨城県水海道市森下町3885-1

○

0811910736

高山 典子

はなみずきクリニック

029-871-1711

3001234 茨城県牛久市中央1-6-22

○

0817310154

医療法人社団 優美会

医療法人社団 優美会 白石整形外科クリニッ
ク

0297-25-2087

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台3-22-7

○

0830133443

医療法人社団 崇尚介

水戸インプラント矯正歯科クリニック

029-297-6100

3100021 茨城県水戸市南町1-3-36志村ビル5階

○

0830133450

塙 政勝

塙 歯科

029-305-6550

3100914 茨城県水戸市小吹町2568-4

○

0830331955

福井 大輔

みらい歯科医院

029-828-7878

3000037

0830431144

吉田 隆一

スマイル歯科クリニック

0280-30-0128

3060236 茨城県古河市大堤81-1

○

0830631131

柴崎 崇

柴崎歯科医院

0296-57-2103

3091106 茨城県筑西市新治1996-2

○

0831230438

医療法人 在心会

やまぶき歯科

0294-80-2080

3130063 茨城県常陸太田市内堀町345-6

○

0832430466

盛 晋作

守谷駅前りんご歯科

0297-45-1182

3020115 茨城県守谷市守谷甲2544-3共立ビル1-C

○

0833131220

豊島 邦明

トヨシマデンタルクリニック

029-292-1882

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101

○

0840142822

有限会社 ひまわり薬局

たんぽぽ調剤薬局 水戸店

029-212-7200

3100004 茨城県水戸市青柳町421-1

○

0840341341

株式会社 南山堂

南山堂薬局 乙戸南店

029-842-2989

3000845 茨城県土浦市乙戸南3-110-5

○

0840540520

有限会社 ミューズファーマシー

みつばち薬局 石岡店

0299-24-5571

3150023 茨城県石岡市東府中1-3

○

0840840581

株式会社 紫峰

たつのこ薬局

0297-60-1030

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町650-3

○

0842041584

山田 尚子

クレール薬局 小野崎店

029-849-3865

3050034 茨城県つくば市小野崎1435-2

○

0842140964

株式会社 トリビュート

快誠堂薬局

029-263-6263

3111229 茨城県ひたちなか市湊中央1-11-22

○

0842140972

有限会社 大成堂薬局

大成堂薬局 さわ店

029-212-7120

3120062 茨城県ひたちなか市高場238

○

0843140716

関 宗人

金子屋薬局

029-267-3013

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1020

○

0843840711

株式会社 ケンユウ

土浦調剤薬局 阿見店

029-886-7020

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎1-28-10

○

0810114520

医療法人 南山会

柵町診療所

029-233-1600

3100802 茨城県水戸市柵町1-5-20

○

0810312140

医療法人社団 朋友

医療法人社団 朋友 外科･内科 天の橋立

029-835-0333

3000818 茨城県土浦市天川2-1008-647

○

0810411363

医療法人 百一会

ファミリー診療所

0280-31-9316

3060001 茨城県古河市静町25-15

○

0810611426

塙 祐子

塙 医院

0296-57-3361

3091127 茨城県筑西市桑山2482

○

0811810381

曽原 義顕

天王前クリニック

0297-38-1711

3060624 茨城県坂東市矢作1680-1

○

0830631149

塙 祐子

塙 医院

0296-57-3361

3091127 茨城県筑西市桑山2482

○

0832430474

医療法人社団 誠智会

医療法人社団 誠智会 アクロスモール歯科ク
リニック

0297-20-0648

3020127 茨城県守谷市松ケ丘6-6-1

○

0840142830

株式会社 美鈴

みすず薬局 柵町店

029-212-7190

3100802 茨城県水戸市柵町1-3-15

○

0841240344

株式会社 レイラ・コーポレーション

のぞみ薬局

0294-80-3660

3130016 茨城県常陸太田市金井町3562

○

0842140980

株式会社 トリビュート

さわ薬局

029-202-0870

3120062 茨城県ひたちなか市高場神田後191-4

○

0847340106

株式会社 ファーマプラス

友愛薬局みらい平店

0297-20-7007

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-682-9

○

0810114553

青木 清一

青木クリニック

029-255-1971

3100905 茨城県水戸市石川3-4121-15

○

0810211946

医療法人聖麗会

医療法人聖麗会 聖麗メモリアル高鈴

0294-23-6060

3170066 茨城県日立市高鈴町1-18-1

○

0810211953

医療法人 聖麗会

医療法人 聖麗会 聖麗メモリアル病院

0294-52-8500

3191235 茨城県日立市茂宮町841

○

0810710640

水野 修

みずのクリニック

0296-34-7117

3070021 茨城県結城市上山川5049-14

○

0810810788

医療法人 つくばセントラル

セントラル腎クリニック龍ヶ崎

0297-62-1212

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町字山王台2668-1

○

0811910751

松波 克弘

まつなみクリニック

029-873-5111

3001207 茨城県牛久市ひたち野東4-7-1

○

茨城県土浦市桜町3-14-18さくらメディカルビ
ル302

○

0812410454

医療法人社団 源守会

会田記念リハビリテーション病院

0297-48-6111

3020112 茨城県守谷市同地字仲山360

○

0812510287

医療法人 博仁会

志村クリニックごぜんやま

0295-55-1055

3114503 茨城県常陸大宮市野口2138-3

○

0830133468

白川 敏明

立原歯科診療所

029-221-7933

3100026 茨城県水戸市泉町2-2-29石川ビル

○

0830133484

大久保 肇

中央通り歯科

029-212-8148

3100836 茨城県水戸市元吉田町1234-23

○

0830530788

青木 光春

青木歯科医院

0299-22-2777

3150014 茨城県石岡市国府

○

0840142871

イオンリテール株式会社

イオン薬局水戸内原店

029-259-9167

3190305 茨城県水戸市中原町字西135

○

0840241541

有限会社 セキネ薬局

シュプール薬局

0294-32-5400

3160013 茨城県日立市千石町1-5-3

○

0840241558

日本調剤株式会社

日本調剤日立南薬局

0294-25-5271

3191235 茨城県日立市茂宮町435-3

○

0840740393

株式会社 パワーファーマシー

中央薬局 結城店

0296-34-7077

3070021 茨城県結城市上山川5049-13

○

0841040306

イオンリテール株式会社

イオン薬局下妻店

0296-30-1707

3040033 茨城県下妻市堀篭972-1

○

0841040314

株式会社 サンテ

いちょう薬局

0296-30-5015

3040051 茨城県下妻市小島905-4

○

0841240351

平塚薬局株式会社

ひらつか薬局西町店

0294-72-8871

3130054 茨城県常陸太田市西三町2131-5

○

0841740772

イオンリテール株式会社

イオン薬局取手店

0297-79-0051

3020034 茨城県取手市戸頭1118-1

○

0842041592

有限会社 ユアズ

つくばね薬局

029-896-5112

3002655 茨城県つくば市島名472-6

○

0842041600

株式会社 クレール薬局

クレール薬局 島名店

029-848-0166

3002655 茨城県つくば市島名643-12

○

0842240426

株式会社コスモファーマ東京

コスモファーマ薬局 宮中店

0299-90-7112

3140000 茨城県鹿嶋市2－9－14

○

0843140732

株式会社メディカルサービス

田辺薬局 茨城長岡店

029-219-1570

3113116

0843340555

イオンリテール株式会社

イオン薬局東海店

029-283-4823

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東4-1-1

○

0811711233

寺田 明生

寺田医院

0297-82-2007

3001512 茨城県取手市藤代577

○

0812012540

辻 勝久

つくば辻クリニック

029-868-7170

3050817 茨城県つくば市研究学園5-19イーアスつくば

○

0812012557

新海 雅貴

新海眼科

029-896-5638

3050031

茨城県つくば市吾妻1-5-3つくばクレオスクエ
アMOG一階

○

0817410277

長島 純夫

長島内科

0299-58-4866

3113423 茨城県小美玉市小川823-3

○

0832031801

飯村 康夫

飯村医院

0298-67-0068

3004231 茨城県つくば市北条4326-2

○

0833831357

寺澤 秀朗

ピアシティ歯科クリニック

029-843-8282

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2016-1

○

0837330174

清水 一龍

みらい平歯科

0297-57-0410

3002358

0842041626

つくば調剤 株式会社

今川薬局 つくば二の宮店

029-855-2141

3050051 茨城県つくば市二の宮2-5-1

○

0842041634

クオール 株式会社

クオール薬局 イーアスつくば店

029-868-7389

3050817 茨城県つくば市研究学園5-19

○

0842141004

有限会社 アネシス

津田みなみ薬局

029-224-1013

3120032 茨城県ひたちなか市津田3722-2

○

0842440315

株式会社 紫峰

けやき台調剤薬局

0297-45-9590

3020128 茨城県守谷市けやき台2-11-6

○

0842440349

株式会社 下野メディカル

みずきの薬局

0297-45-2658

3020121 茨城県守谷市みずき野5-5-2

○

0842440356

株式会社 南山堂

南山堂薬局 アクロスモール守谷店

029-721-8200

3020127 茨城県守谷市松ケ丘6-6-1

○

0847440138

株式会社 ノダファーマ

ウィメンズ薬局

0299-37-0561

3113435 茨城県小美玉市田木谷173

○

0810114561

医療法人社団 啓和会

医療法人社団 啓和会 いばらき健康管理セ
ンター

029-243-6220

3100913 茨城県水戸市見川町2131-143

○

0810114587

医療法人社団 北水会

医療法人社団 北水会 北水会記念病院

029-303-3003

3100035 茨城県水戸市東原3-2-1

○

0810114595

医療法人社団 順篤会

医療法人社団 順篤会 水戸うちはら内科クリ
ニック

029-259-1710

3190394 茨城県水戸市中原町135

○

0810114603

医療法人社団 北水会

医療法人社団北水会 スイコウ南クリニック

029-303-3037

3100035 茨城県水戸市東原3-2-9

○

0810114611

医療法人社団 北水会

医療法人社団北水会 スイコウ北クリニック

029-303-3035

3100035 茨城県水戸市東原3-2-9

○

0810114629

江幡 敦子

内科 江幡医院

029-221-3392

3100041 茨城県水戸市上水戸3-5-22

○

0810114637

菊池 久恵

菊池整形外科医院

029-253-0050

3100912 茨城県水戸市見川5-138-10

○

0810114645

金山 亮治

かなやま耳鼻咽喉科クリニック

029-291-5000

3190315 茨城県水戸市内原町98-1

○

0810114652

本間 昭

お多福もの忘れクリニック

029-291-6211

3100841 茨城県水戸市酒門町4637-2

○

茨城県東茨城郡茨城町長岡字住吉3652645

茨城県つくばみらい市陽光台4-106-3ハイツ
YHⅢ102号

○

○

0810114660

医療法人社団 山縣産婦人科

医療法人社団 山縣産婦人科

029-241-6121

3100851 茨城県水戸市千波町371-4

○

0810114678

医療法人 さかと内科・胃腸科クリニック

さかと内科・胃腸科クリニック

029-247-3375

3100841 茨城県水戸市酒門町263

○

0810114694

医療法人社団 大平医院

おおひらクリニック

029-291-6173

3100852 茨城県水戸市笠原町1568-1

○

0810114702

医療法人社団 いばらき会

いばらき診療所 みと

029-228-6100

3100063 茨城県水戸市五軒町1-3-34第一会計ビル

○

0810114710

医療法人 桜丘会

医療法人 桜丘会 水戸ブレインハートセン
ター

029-222-7007

3100004 茨城県水戸市青柳町4028

○

0810114728

佐藤 正

鈴木産婦人科医院

029-221-3932

3100818 茨城県水戸市東台1-10-19

○

0810211961

藤田 穣

永山医院

0294-43-1231

3191414 茨城県日立市日高町2-7-6

○

0810211995

川西 和成

川西医院

0294-35-8148

3160032 茨城県日立市西成沢町4-34-8

○

0810212001

川井 利康

かわい整形外科クリニック

0294-33-5576

3191414 茨城県日立市日高町1-27-8

○

0810212019

医療法人 ここの実会

医療法人ここの実会 嶋崎病院

0294-36-7070

3170076 茨城県日立市会瀬町3-23-1

○

0810212027

医療法人 秀仁会

川島クリニック

0294-35-1266

3160002 茨城県日立市桜川町1-1-1

○

0810241673

株式会社 サンドラッグ

サンドラッグ日立会瀬薬局

0294-25-7285

3170076 茨城県日立市会瀬町4-14-1

○

0810312165

大塚 定徳

大塚クリニック

029-832-7555

3000011 茨城県土浦市神立中央3-9-1

○

0810312173

医療法人社団 白浜会

医療法人社団 白浜会 ひろたこどもクリニック

029-827-4150

3000045 茨城県土浦市文京町11-3

○

0810411389

松永 弘之

松永外科医院

0280-32-1648

3060013 茨城県古河市東本町3-15-36

○

0810411447

医療法人社団 尽徳会

医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック

0280-23-2618

3060205 茨城県古河市関戸1630-8

○

0810411454

加藤 修

かとう耳鼻咽喉科クリニック

0280-91-0133

3060204 茨城県古河市下大野2917-1

○

0810411462

牧山 縁

三省堂耳鼻咽喉科医院

0280-22-0519

3060033 茨城県古河市中央町1-8-35

○

0810511006

田中 純

田中クリニック

0299-23-2288

3150005 茨城県石岡市鹿の子1-11-10

○

0810611459

医療法人 修英会

大空こどもクリニック

0296-20-1250

3080005 茨城県筑西市中舘136-3

○

0810710657

佐久間 健一

佐久間耳鼻咽喉科

0296-33-3403

3070001 茨城県結城市結城368-3

○

0810710665

蘇原 織吉

蘇原内科医院

0296-33-3927

3070001 茨城県結城市結城421

○

0810810804

渡利 昭彦

渡利耳鼻咽喉科医院

0297-62-4133

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3585-2

○

0810810812

医療法人社団 ゆびきたす

ユビキタスクリニック龍ヶ崎

0297-60-7900

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘7-1-6泉ハイツ101

○

0810810820

五十嵐 俊夫

いがらしクリニック

0297-62-0936

3010826 茨城県龍ケ崎市栄町4659-3

○

0810810846

細井 大二

細井クリニック

029-766-2000

3010043 茨城県龍ケ崎市松葉3-5-7

○

0811010503

三津山 勇人

三津山クリニック

0296-48-9131

3040023 茨城県下妻市大串452-2

○

0811110592

医療法人 仁愛会

水海道厚生病院

0297-27-0721

3030043 茨城県常総市内守谷町3370-7

○

0811210376

谷下田 敏夫

賀美診療所

0294-82-2101

3110507 茨城県常陸太田市小菅町406

○

0811610559

医療法人 浩成会

医療法人 浩成会 菅谷医院

0299-45-2172

3190202 茨城県笠間市下郷4425-37

○

0811711241

医療法人社団 英彩会

有田内科整形リハビリクリニック

0297-70-3331

3001537 茨城県取手市毛有363-2

○

0811711266

海老原 聰

海老原医院

0297-78-8400

3020032 茨城県取手市野々井636

○

0811910769

医療法人 なかの循環器クリニック

医療法人 なかの循環器クリニック

029-846-2000

3001234 茨城県牛久市中央1-21-3

○

0811910777

川西 洋一

牛久中央クリニック

029-8288800

3001234 茨城県牛久市中央1-21-3

○

0811910785

医療法人社団 橘会

さくら台土肥クリニック

029-878-3131

3001217 茨城県牛久市さくら台1-1-1

○

0811910793

医療法人社団 千空

そうだ耳鼻咽喉科クリニック

029-878--3387

3001207 茨城県牛久市ひたち野東1-14-3

○

0811910819

島田 忍

ウイング眼科

029-878-3017

3001207

0811910827

小池 右

オアシス脳神経クリニック

029-871-2211

3001206 茨城県牛久市ひたち野西4-16-1

○

0812012573

山田 国央

つくば眼科 山田医院

029-871-4936

3001245 茨城県つくば市高崎41-13

○

0812012581

末廣 和代

つくばシティアすえひろ眼科

029-849-0177

3050031

0812012599

医療法人 恵聖会

さくら眼科クリニック

029-850-5500

3050028 茨城県つくば市妻木1424

茨城県牛久市ひたち野東4-2-1ひたち野ガー
デン

茨城県つくば市吾妻2-8-8つくばシティアビル
3階

○

○
○

0812012623

林 彩子

林医院

029-867-0114

3004231 茨城県つくば市北条19-2

○

0812012631

医療法人 大見会

大見クリニック

029-857-7373

3050021 茨城県つくば市古来320-5

○

0812012649

医療法人 丹誠会

紫峰の森 クリニック

029-848-2348

3002655 茨城県つくば市島名472-1

○

0812111417

医療法人社団 秀峰会

医療法人社団 秀峰会 つだ中央クリニック

029-303-7555

3120032 茨城県ひたちなか市津田3728-1

○

0812111425

泉 雅子

いずみ眼科クリニック

029-219-5687

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3444-8

○

0812111433

飯嶋 佳路

アイメンタルクリニック

029-272-4976

3120045

0812210516

照沼 積

かしま耳鼻咽喉科医院

0299-90-8733

3140031 茨城県鹿嶋市宮中1-10-18

○

0812410470

山口 良成

けやき台整形外科クリニック

0297-45-8777

3020128 茨城県守谷市けやき台2-12-18

○

0812410488

医療法人 広翔会

医療法人 広翔会 貝塚みずき野クリニック

0297-21-1221

3020121 茨城県守谷市みずき野7-16-3

○

0812410504

森井 健

もりい内科クリニック

0297-44-5267

3020118 茨城県守谷市立沢2058-5

○

0812410512

寺本 知史

寺本こども赤ちゃんクリニック

0297-44-5563

3020118 茨城県守谷市立沢2058-6

○

0812410520

森澤 清秀

ゆりがおかクリニック

0297-47-1144

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘3-2660-11

○

0812410546

篠﨑 英雄

お産の森 いのちのもり 産科婦人科 篠﨑医
院

0297-44-6203

3020116 茨城県守谷市大柏1067-1

○

0812510295

岡崎 匡雄

岡崎外科医院

0295-52-0547

3192265 茨城県常陸大宮市中富町1003-6

○

0812610384

医療法人社団 どんぐり会

那珂キッズクリニック小児科

029-212-5885

3110110 茨城県那珂市竹ノ内3-2-2

○

0812710200

医療法人 慈厚会

江戸崎ひかりクリニック

029-834-5777

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲3557-1

○

0812710218

岩城 祥樹

いわき内科クリニック

029-875-5100

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲1503-1

○

0812810166

白井 潤二

白井こどもクリニック

029-831-3803

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉2-14-11

○

0813111135

医療法人 桜丘会

医療法人桜丘会 桜ヶ丘クリニック

029-292-1251

3113156 茨城県東茨城郡茨城町奥谷1076

○

0813811072

医療法人 印南クリニック

印南クリニック

029-834-2222

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷1329-1

○

0813811080

日高 真

しんクリニック

029-875-5686

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷2-20-4

○

0813811106

安部 伊知朗

あべ整形外科

029-875-5303

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央6-20-1

○

0813811122

海老原 研一

あみ眼科クリニック

029-887-5681

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎1-29-13

○

0813811130

医療法人社団 慈恵会

あみ小林クリニック

029-888-2200

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗1765-1

○

0814410593

服部 光治

服部内科医院

0297-84-6063

3001622 茨城県北相馬郡利根町布川2830-1

○

0817110299

土井 美幸

大塚医院

0299-55-0512

3004422 茨城県桜川市真壁町亀熊1900

○

0817310188

辻野 昭人

みらい平整形外科クリニック

0297-44-6636

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-672-1

○

0830133492

金澤 俊二

金澤歯科医院

029-252-4180

3100045 茨城県水戸市新原2-5-9

○

0830133500

田中 久

むろふし歯科

029-248-3500

3100836 茨城県水戸市元吉田町2197-12

○

0830133518

大金 誠

大金歯科医院

029-221-7486

3100063 茨城県水戸市五軒町2-1-10

○

0830133526

医療法人社団藤美会

医療法人社団藤美会 パール歯科医院

029-259-1108

3190394

0830133534

中島 繁樹

中島歯科医院

029-252-7172

3100905 茨城県水戸市石川1-4022-8

0830133542

飯島 重樹

いいじま矯正歯科

029-300-3030

3100015

0830231742

須田 聡

須田歯科医院

0294-36-2389

3160002 茨城県日立市桜川町1-6-13

○

0830231759

間宮 髙弘

間宮歯科医院

0294-23-0888

3170071 茨城県日立市鹿島町1-6-15

○

0830231767

医療法人 日立北デンタルクリニック

日立北デンタルクリニック

0294-20-6667

3191304 茨城県日立市十王町友部201-5

○

0830231775

瀬尾 修一

瀬尾歯科医院

0294-36-0621

3160004 茨城県日立市東多賀町5－19－5

○

0830331963

医療法人社団 賢雅会

医療法人社団 賢雅会 あおぞら歯科クリニッ
ク

029-825-2332

3000045 茨城県土浦市文京町11-7

○

0830331997

医療法人 たかぎ歯科

医療法人 たかぎ歯科

029-822-3111

3000814 茨城県土浦市国分町4-15

○

0830332003

高田 智子

高田歯科クリニック

029-875-6575

3000814 茨城県土浦市国分町7-53-12

○

0830332011

医療法人 神立デンタルクリニック

医療法人 神立デンタルクリニック

029-830-2161

3000013 茨城県土浦市神立町682-45

○

茨城県ひたちなか市勝田中央5-1平戸ビル2
階

茨城県水戸市中原町135イオン水戸内原
SC1F

茨城県水戸市宮町2-3-38ホテルシルバーイ
ン3F

○

○
○
○

0830332029

医療法人 根本歯科医院

根本歯科医院

029-832-3500

3000011 茨城県土浦市神立中央1-16-11

0830332037

飯田 裕

つくばオーラルケアクリニック

029-879-5255

3000871

0830332045

植田 真弘

植田歯科

029-879-5673

3000037 茨城県土浦市桜町3-8-13

○

0830431151

森 仁

さくら歯科医院

0280-93-0323

3060204 茨城県古河市下大野2828-7

○

0830431177

佐藤 昌代

佐藤デンタルクリニック

0280-32-0730

3060023 茨城県古河市本町2-5-40

○

0830530796

横川 早苗

横川矯正歯科

0299-24-4118

3150014 茨城県石岡市国府4-5-4

○

0830631156

黒川 紀夫

黒川歯科医院

0296-25-0439

3080825 茨城県筑西市下中山733-1

○

0830631164

橋本 昭

橋本歯科クリニック

0296-57-7551

3091116 茨城県筑西市横塚87-3

○

0830730479

城戸 衛

きど歯科クリニック

0296-48-8295

3070001

茨城県結城市結城11839-1ヨークタウンユウ
キ内

○

0830830865

新井 政人

サプラファミリー歯科

0297-65-4853

3010044

茨城県龍ケ崎市小柴5-1-2ショッピングセン
ターサプラ2F

○

0830830873

川村 晃

あきら歯科クリニック

0297-84-1115

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町516

○

0831030432

皆葉 仁

みなば歯科クリニック

0296-30-4618

3040055 茨城県下妻市砂沼新田44-1

○

0831130554

松崎 和江

松崎歯科医院

0297-42-2403

3002706 茨城県常総市新石下257-1

○

0831230446

医療法人H＆S

菊池歯科クリニック

0294-72-1888

3130004 茨城県常陸太田市馬場町85-1KKビル2階

○

0831731146

東原 一博

ひがしはら歯科医院

0297-84-6550

3020026 茨城県取手市稲1014-1

○

0831731153

野村 宏

野村歯科医院

0297-74-8811

3020017 茨城県取手市桑原1081

○

0831731161

寺田 晋

てらだ歯科クリニック

0297-79-1182

3020034 茨城県取手市戸頭4-20-21

○

0831830484

医療法人 清風会

東洋歯科クリニック

0297-30-3006

3060515 茨城県坂東市沓掛3971

○

0831930870

土井 康弘

どい歯科医院

029-873-0590

3001206 茨城県牛久市ひたち野西2-23-1

○

0832031611

医療法人社団 幸寿会

医療法人社団幸寿会りすの森デンタルクリニッ
ク

029-867-6480

3004231 茨城県つくば市北条1579

○

0832031827

大河原 純也

ありす歯科医院

029-852-1414

3050046 茨城県つくば市東2-30-4

○

0832031876

鈴木 冨士雄

二の宮歯科医院

029-855-2005

3050051 茨城県つくば市二の宮3-21-1

○

0832031884

山口 昭

クローバー歯科医院

029-875-8817

3050035 茨城県つくば市松代2-14-9シグマボックス1F

○

0832031926

山中 幸子

あらい歯科

029-875-8117

3050044 茨城県つくば市並木3-17-9

○

0832031934

徳永 一充

徳永歯科医院

029-863-0551

3050027 茨城県つくば市東岡333-1

○

0832031942

医療法人 緑生会

医療法人緑生会 つくばスマイル歯科クリニッ
ク

029-875-5381

3050046 茨城県つくば市東2-31-5巴事務所103

○

0832131049

佐藤 崇哲

さとう歯科クリニック

029-270-0310

3120011 茨城県ひたちなか市中根4773-7

○

0832131056

島田 学

あおぞら歯科クリニック

029-219-5644

3120011 茨城県ひたちなか市中根3646-10

○

0832131064

渡邉 真人

わたなべ歯科クリニック

029-219-4182

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3125-11

○

0832230429

鬼澤 隆之

鬼澤歯科医院第2診療所

0299-94-5525

3140000 茨城県鹿嶋市緑ヶ丘1－7－10

○

0832430482

大浦 信也

エール歯科クリニック

0297-44-5899

3020115 茨城県守谷市守谷2-16-1アワーズもりや2階

○

0832430490

医療法人社団 千松会

医療法人社団千松会 サンテラスデンタルクリ
ニック

0297-47-8282

3020104 茨城県守谷市久保ケ丘2-1-1

○

0832630289

宍戸 祐一

ししど歯科クリニック

029-219-5118

3110113 茨城県那珂市中台715-15

○

0832630297

長島 正尚

ながしま歯科医院

029-219-6322

3110105 茨城県那珂市菅谷765-4

○

0832730220

大里 一

おおさと歯科医院

0299-94-5118

3000726 茨城県稲敷市西代1409

○

0832730238

清原 秀樹

清原歯科医院

029-893-1182

3000505 茨城県稲敷市村田129-1

○

0832830194

會澤 臣

あいざわ歯科医院

0299-59-2717

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉1966-2

○

0833030158

医療法人社団 楽生会

たいよう行方歯科診療所

0299-73-0016

3113811 茨城県行方市四鹿1265

○

0833131238

医療法人社団 秀明会

加部東歯科医院

029-267-3458

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町64-128

○

0834230450

鈴木 正一

鈴木歯科

0296-30-2337

3003545 茨城県結城郡八千代町東蕗田681-9

○

0837130285

枝 孝司

枝歯科医院

0296-55-0053

3004411 茨城県桜川市真壁町田306-4

○

茨城県土浦市荒川沖東2-16アライテナント
A101

○
○

0837230283

河原 一茂

河原歯科医院

0291-33-3863

3111517 茨城県鉾田市鉾田1617

○

0837230309

医療法人社団 秀明会

加部東歯科医院 鉾田分院

0291-39-4818

3112103 茨城県鉾田市汲上1186

○

0837230317

出久根 亮一

出久根歯科医院

0291-32-2410

3111517 茨城県鉾田市鉾田2588-1

○

0837330182

医療法人 恵潤会

医療法人 恵潤会 小絹つるみ歯科医院

0297-21-6543

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台1-1-4

○

0837430198

宇野 真理子

佐久間歯科

0299-48-3983

3190106 茨城県小美玉市堅倉1617-1

○

0840142897

有限会社 永和薬局

ほがらか薬局

029-291-5560

3100913

茨城県水戸市見川町字丹下一ノ牧21312037

○

0840142913

株式会社 JM

かわわだ薬局

029-284-1088

3114152

茨城県水戸市河和田1-1828-10グランスクエ
ア赤塚102

○

0840142921

株式会社 コスモファーマ東京

コスモファーマ薬局 西原店

029-257-6667

3100045 茨城県水戸市新原1-3-8

○

0840142939

藤井 千秋

にこにこ薬局

029-259-0259

3190325 茨城県水戸市小林町1186-113

○

0840142954

株式会社 ひかりメディカル

ひかり薬局

029-303-3305

3100035 茨城県水戸市東原3-2-4

○

0840142962

エムシー関東 株式会社

ローズマリー薬局

029-291-5634

3100913 茨城県水戸市見川町2389-6

○

0840142970

ファーマライズ株式会社

ファーマライズ薬局 水戸店

029-304-5336

3100845 茨城県水戸市吉沢町223-1

○

0840142988

ファーマライズ株式会社

ファーマライズ薬局 五軒町店

029-300-3957

3100063 茨城県水戸市五軒町2-3-43

○

0840143002

有限会社 ジークゼネラル

アクア薬局 内原店

029-291-6417

3190315 茨城県水戸市内原町96-1

○

0840143028

株式会社 エス・エスメディカル

アイ水戸薬局

029-291-6040

3100911 茨城県水戸市見和1-369-26

○

0840143036

株式会社 アイセイ

アイセイ薬局 水戸青柳店

029-302-8555

3100004 茨城県水戸市青柳町4052

○

0840143044

YMG 株式会社

バンビ薬局 水戸店

029-226-5567

3100015 茨城県水戸市宮町1－3－38中村ビル5階

○

0840143069

日本調剤 株式会社

日本調剤 水戸中央薬局

029-300-0013

3100022 茨城県水戸市梅香1-2-5

○

0840241590

日本調剤株式会社

日本調剤日立薬局

0294-36-1589

3160033 茨城県日立市中成沢町1-16-1

○

0840241608

株式会社 サンテ

グリーン薬局

0294-33-5561

3160036 茨城県日立市鮎川町1-2-21

○

0840241632

株式会社 フロンティア

ワタキュー薬局 日立店

0294-27-6331

3170065 茨城県日立市助川町2-14-5

○

0840241673

株式会社 サンドラッグ

サンドラッグ日立会瀬薬局

0294-25-7285

3170076 茨城県日立市会瀬町4－14－1

○

0840241699

滝 義昭

あかね薬局

0294-33-6020

3160002 茨城県日立市桜川町1-1-13

○

0840341366

株式会社 ナカユウ

神立中央薬局

029-828-8801

3000011 茨城県土浦市神立中央3-14-19

○

0840341382

株式会社 カワチ薬品

カワチ薬局 真鍋店

029-835-8138

3000053 茨城県土浦市真鍋新町20-20

○

0840341390

イオンリテール株式会社

イオン薬局土浦店

029-835-8400

3000811 茨城県土浦市上高津367

○

0840341416

株式会社 ケンユウ

土浦調剤薬局 大町店

029-828-7833

3000038 茨城県土浦市大町7-18

○

0840540538

株式会社 コスモファーマ東京

コスモファーマ薬局 石岡店

0299-27-5580

3150022 茨城県石岡市行里川13440-22

○

0840540546

渡邉 梅太郎

渡辺薬局

0299-24-2551

3150013 茨城県石岡市府中3-1-10

○

0840640718

株式会社 レモン

レモン薬局

0296-20-1223

3080826 茨城県筑西市下岡崎3-6-1

○

0840640726

株式会社 宮田薬局

株式会社宮田薬局 かわしま店

0296-48-9870

3080856 茨城県筑西市伊佐山248-40

○

0840840599

株式会社 赤石医療器械

カトレア調剤薬局

0297-84-6835

3010853 茨城県龍ケ崎市松ケ丘2-24-14

○

0841040322

株式会社 マイドラッグ

ハニュウ薬局 下妻店

0296-48-9301

3040023 茨城県下妻市大串452-2

○

0841140445

有限会社 サンメディカル

あけぼの薬局 水海道店

0297-25-1701

3030021 茨城県常総市水海道諏訪町3302-3

○

0841140452

株式会社 のぎさき薬局

株式会社 のぎさき薬局 水海道店

0297-30-0380

3030031 茨城県常総市水海道山田町1544-1

○

0841140460

株式会社 ジェントルファーマシー

野尻薬局 美妻橋店

0297-22-9333

3002505 茨城県常総市中妻町2619-2

○

0841540362

株式会社 かげやま

キリン堂薬局

0293-30-0155

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原4-112-1

○

0841640451

ファーマライズ株式会社

ファーマライズ薬局 友部店

0296-70-5556

3091702 茨城県笠間市五平67-11

○

0841640477

有限会社 フローラ

フローラ薬局 友部店

0296-70-5593

3091793 茨城県笠間市鯉淵6679-12

○

0841740798

株式会社 下野メディカル

森の薬局

0297-84-1537

3020038 茨城県取手市下高井2333-6

○

0841740806

株式会社 ウィーズ

ふれあい薬局

0297-70-2505

3020034 茨城県取手市戸頭1-8-19

○

0841740814

株式会社 ウィーズ

ダリヤ桜が丘薬局

0297-71-6062

3001525 茨城県取手市桜が丘1-2-2

○

0842041642

株式会社 美鈴

みすず薬局 つくば豊里店

029-848-2122

3002615 茨城県つくば市田倉4731-3

○

0842041667

有限会社 ライズ調剤

薬局ブルーベリー

029-870-3388

3001245 茨城県つくば市高崎42-4

○

0842041691

株式会社 カワチ薬局

カワチ薬局 谷田部店

029-839-1781

3050854 茨城県つくば市上横場2384-1

○

0842041709

株式会社 スギ薬局

スギ薬局 つくば店

029-868-6566

3050034

0842041725

有限会社 正企

さくらい薬局 つくば桜店

029-843-0683

3050003 茨城県つくば市桜3-20-3

0842041766

有限会社 Ｌｉｂｒａ

はるかぜ調剤薬局

029-836-8101

3050074

0842141020

株式会社 外野薬局

株式会社 外野薬局

029-219-5435

3120053 茨城県ひたちなか市外野1-35-11

○

0842141038

株式会社 美鈴

みすず薬局 田彦店

029-275-5425

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3444-4

○

0842141046

株式会社 友愛メディカル

友愛薬局 ひたちなか店

029-354-8088

3120057 茨城県ひたちなか市石川町14-1

○

0842141061

ＹＭＧ 株式会社

バンビ薬局 ひたちなか店

029-274-0575

3120045

茨城県ひたちなか市勝田中央4-2大谷ビル
1F

○

0842141079

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局 かつた店

029-354-5031

3120057

茨城県ひたちなか市石川町1-1ＭＥＧＡドン・
キホーテ1階

○

0842240434

株式会社 サンライズ

薬局与市 鹿嶋宮中店

0299-84-4141

3140031 茨城県鹿嶋市宮中297-12

○

0842240442

株式会社 コスモファーマ東京

コスモファーマ薬局 城山店

0299-90-2220

3140038 茨城県鹿嶋市城山4-1624-7

○

0842240459

株式会社 コスモファーマ東京

コスモファーマ薬局 神宮店

0299-90-7707

3140031 茨城県鹿嶋市宮中1-2217-2

○

0842440364

株式会社 アルファーム

アルファーム薬局みずき野店

0297-47-8366

3020121 茨城県守谷市みずき野7-16-4

○

0842440372

株式会社 遠藤薬局

ドラック＆ファーマシーエンドー薬局アワーズも
りや店

0297-44-4401

3020115 茨城県守谷市守谷甲2225-44

○

0842440380

株式会社 のぎさき薬局

株式会社 のぎさき薬局

0297-21-1901

3020117 茨城県守谷市野木崎520-4

○

0842440398

有限会社 スカイ

スカイ薬局 新守谷店

029-875-7111

3020118 茨城県守谷市立沢2058-3

○

0842540122

株式会社 JM

なかとみ薬局

0295-55-8770

3192265 茨城県常陸大宮市中富町1004-1

○

0842640286

株式会社 美鈴

みすず薬局 豊喰店

029-295-2355

3110117 茨城県那珂市豊喰1156-11

○

0842740151

株式会社 オフィスメディサポート

みち薬局

029-875-7111

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲1503-4

○

0842940447

田辺薬局 株式会社

田辺薬局 鹿島神栖店

0299-90-0527

3140145 茨城県神栖市平泉東1-64-204

○

0842940454

株式会社 メディファーマ

ライフ薬局

0299-77-9123

3140146 茨城県神栖市平泉1-169

○

0842940462

合同会社 ハラダタロウ薬局

ハラダタロウ薬局

029-887-2799

3140144

0843840729

株式会社 Origin

オリジン薬局 荒川本郷店

029-875-5711

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷2-20-5

○

0843840737

有限会社 ファーマシーすず

すず薬局 若栗店

029-887-9080

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗1339-73

○

0843840745

有限会社 ケイ・エス

アサヒ薬局阿見店

0298-75-9556

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野4-27-8

○

0843840752

有限会社 正企

さくらい薬局 荒川本郷2号店

029-843-8800

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2337-9

○

0844340687

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局茨城境町店

0280-81-2151

3060400 茨城県猿島郡境町庚申塚38-3

○

0844440453

有限会社 ライズ

有限会社 ライズ

0297-68-8067

3001621 茨城県北相馬郡利根町福木15

○

0847140233

株式会社 Ｏｒｉｇｉｎ

アサヒ調剤薬局 ヤマト店

029-847-5676

3091233 茨城県桜川市東飯田597-3

○

0847340122

株式会社 アルファーム

アルファーム薬局 絹の台店

0297-25-2982

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台3-21-5

○

0847440153

株式会社 ビガー

はとり東薬局

0299-56-3391

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2719-92

○

0870301801

株式会社千葉薬品

ヤックスドラッグ土浦真鍋薬局

0298-27-0725

3000051 茨城県土浦市真鍋3-3386

○

0871200556

医療法人 英徳会

塩原歯科医院

0294-72-0975

3130054 茨城県常陸太田市西三町2132

-

0871700654

医療法人社団 輝峰会

東取手病院

0297-74-3333

3020011 茨城県取手市井野246

○

0810114744

医療法人 健清会

那珂記念MITOクリニック

029-300-3355

3100015 茨城県水戸市宮町1-7-33

○

0810114751

医療法人 一薫会

医療法人 一薫会 いぐち皮フ科形成外科クリ
ニック

029-297-8863

3100841 茨城県水戸市酒門町下千束1571-1

○

0810114777

医療法人財団 古宿会

水戸中央クリニック

029-226-8121

3100817 茨城県水戸市柳町1-15-1

○

0810114785

医療法人 鳳香会

五軒町クリニック

029-291-5515

3100063

茨城県つくば市小野崎278-1LALAｶﾞｰﾃﾞﾝつく
ば内

茨城県つくば市高野台2-12-2グリーンパレス
高野台103

茨城県神栖市大野原4-7-11セントラルビル
新館1F

茨城県水戸市五軒町2-1-10レーベンハイム
五軒町レジデンス102号

○
○
○

○

○

0810312199

医療法人社団 萩原同仁会

萩原同仁クリニック

029-832-2111

3000011 茨城県土浦市神立中央5－24－25

○

0810312207

遠藤 拓男

しほう医院

029-823-9511

3000805 茨城県土浦市宍塚1945－1

○

0810411488

日本赤十字社 茨城支部

古河赤十字病院

0280-23-7111

3060014 茨城県古河市下山町1150

○

0810411496

小柳 政明

クリニックゆうりん

0280-23-5951

3060232 茨城県古河市東牛谷135-2

○

0810611467

池田 仁

杏林堂医院

0296-24-5631

3080825 茨城県筑西市下中山582-3

○

0810611475

関谷 榮規

せきや眼科クリニック

0296-52-8770

3004516 茨城県筑西市新井新田42-30

○

0810611483

小松嵜 孝

こまつざき眼科クリニック

0296-23-1231

3080841 茨城県筑西市二木成1318

○

0810710673

医療法人 孝寿会

しもふさクリニック

0296-20-9119

3070043 茨城県結城市武井1244－4

○

0810710681

岩崎 聡司

あおぞら整形外科

0296-20-8611

3070053 茨城県結城市新福寺6-6-3

○

0810710699

白石 郁夫

さわやか内科・小児科

0296-20-8655

3070053 茨城県結城市新福寺6-6-8

○

0811010511

医療法人 宇津野医院

医療法人 宇津野医院

0296-45-0311

3040068 茨城県下妻市下妻丁373－15

○

0811010529

医療法人 加倉井皮膚科クリニック

加倉井皮膚科クリニック

0296-30-5007

3040051 茨城県下妻市小島905-1

○

0811110618

医療法人 さくらばし

桜橋クリニック

0297-23-0271

3030003 茨城県常総市水海道橋本町3296－11

○

0811410356

永山 大

永山耳鼻咽喉科眼科医院

0293-22-2237

3180032 茨城県高萩市大和町1-7

○

0811810399

医療法人 江東会

医療法人 江東会 存身堂医院

0297-35-1011

3060631 茨城県坂東市岩井3293

○

0811910843

医療法人社団 祐稀会

医療法人社団 祐稀会 奥田整形外科クリニッ
ク

029-846-7788

3001234 茨城県牛久市中央1-21-3

○

0812012656

和田 由香

谷田部診療所

029-836-1606

3050861 茨城県つくば市谷田部6123-1

○

0812012664

医療法人 筑峰会

飯田医院

029-866-0025

3004353 茨城県つくば市沼田101

○

0812012680

杉谷 武彦

杉谷メディカルクリニック

029-879-9310

3050817 茨城県つくば市研究学園4-4-11

○

0812012698

渡辺 拓自

つくば在宅クリニック

029-886-6123

3050054 茨城県つくば市西大沼637-5

○

0812012706

林 志光

コミュニティクリニック・つくば

029-875-5465

3050817

茨城県つくば市研究学園D6街区3号研究学
園駅前岡田ビル3F

○

0812012714

飯村 陽一

研究学園いいむら耳鼻咽喉科

029-879-9770

3050817

茨城県つくば市研究学園5-12-4研究学園駅
前岡田ビル3F

○

0812012722

中嶋 光博

中嶋こどもクリニック

029-895-6027

3050822 茨城県つくば市苅間篠前1620－7

○

0812111441

医療法人 真道会

わたなべ内科クリニック

029-202-6155

3120061 茨城県ひたちなか市稲田38-1

○

0812111458

安積 靖敏

あさか耳鼻咽喉科クリニック

029-219-7601

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2713－1

○

0812111466

本間 源基

ひたちなか市休日夜間診療所

029-274-3240

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-32

○

0812210524

医療法人社団 善仁会

たるいこどもクリニック

0299-77-9911

3140000 茨城県鹿嶋市厨4-2-5

○

0812310241

久保 浩之

久保病院

0299-64-6116

3112436 茨城県潮来市牛堀821-1

○

0812410561

医療法人財団 健康睡眠会

医療法人財団 健康睡眠会 もりやクリープク
リニック

0297-21-0840

3020100

0812410579

医療法人社団 いとう眼科

いとう眼科

0297-20-0101

3020115 茨城県守谷市中央3－11－2

0812410587

医療法人 仁愛会

まつの木クリニック

0297-45-6180

3020115

0812410595

髙橋 浩子

たかはし眼科

0297-44-7734

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘3-249-1

○

0812510303

医療法人 緒川クリニック

緒川クリニック

0295-54-3331

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬1426-1

○

0812610392

医療法人慈心会

那珂中央クリニック

029-298-7811

3110134 茨城県那珂市飯田1733－1

○

0812610400

伊藤 聡

ののがき脳神経外科クリニック

029-352-0555

3110113 茨城県那珂市中台749

○

0812610418

医療法人鈴木呼吸器科内科

鈴木呼吸器科内科

029-353-2811

3110113 茨城県那珂市中台749－4

○

0812710226

医療法人 詢誠会

江戸崎眼科

029-892-0262

3000508 茨城県稲敷市佐倉3298－1

○

0812810174

酒井 元

酒井医院

029-821-5615

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉4468-1

○

0812810182

菊池 一郎

菊池整形外科クリニック

0299-59-1181

3150051 茨城県かすみがうら市新治1827-34

○

0812910396

渡辺 絵美

わたなべ眼科クリニック

0299-77-8772

3140144 茨城県神栖市大野原1-6-4

○

0813811148

医療法人 幸成会

なるしま内科医院

029-869-4820

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-22-1

○

茨城県守谷市中央2－16－1アワーズもりや
1F

茨城県守谷市中央2－16－1アワーズもりや
2F

○
○
○

0813811155

辻 茂希

つじ耳鼻咽喉科クリニック

029-801-3387

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野4-27-5

○

0814310835

医療法人社団 順孝会

すぎた眼科

0280-81-1600

3060400 茨城県猿島郡境町38-3

○

0817310196

平井 浩気

平井医院

0297-58-3311

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2258－2

○

0817310204

小田 洋英

アイクリニック小田眼科

0297-58-5058

3002353 茨城県つくばみらい市小張2751-1

○

0817310238

医療法人みらい平クリニック

みらい平クリニック

0297-38-4023

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台3－138－7

○

0830133567

増田 友邦

水戸常北歯科

029-229-8801

3114201 茨城県水戸市藤井町字南光明地246-1

○

0830133575

医療法人緑生会

医療法人緑生会 水戸エンゼル歯科クリニック

029-291-8885

3100911 茨城県水戸市見和2－253－9

○

0830133583

小林 充明

三の丸歯科医院

029-221-3497

3100011 茨城県水戸市三の丸1－1－27

○

0830133617

加藤 毅

加藤歯科医院

029-221-2622

3100026 茨城県水戸市泉町1-7-32

○

0830230298

関 充

関歯科医院

0294-33-0817

3160036 茨城県日立市鮎川町1-1-37

○

0830231783

医療法人SHPI

こばやし歯科クリニック

0294-52-6480

3191234 茨城県日立市大和田町684－1

○

0830332060

長谷川 正美

神立中央歯科医院

029-834-0888

3000011 茨城県土浦市神立中央3－19－33

○

0830332078

医療法人社団 桜美会

さくら歯科クリニック

029-835-6770

3000834 茨城県土浦市小岩田東1－3－21

○

0830431201

医療法人社団 惠安会

医療法人社団惠安会 アイルファミリー歯科

0280-32-6480

3060236 茨城県古河市大堤682

○

0830431227

西 晃伸

にし歯科医院

0280-23-1182

3060212 茨城県古河市久能1398-3

○

0830530804

医療法人社団 佳愛会

千葉歯科クリニック

0299-22-5752

3150001 茨城県石岡市石岡1－12－1

○

0830730487

医療法人社団 孝寿会

しもふさクリニック

0296-20-9119

3070043 茨城県結城市武井1244－4

○

0830730495

小島 亮一

こじま歯科医院

0296-48-8550

3070001 茨城県結城市結城6599－1

○

0830830881

医療法人 真健会

とみやま歯科クリニック

0297-65-6500

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町2578－13

○

0830830899

医療法人社団 大伸会

医療法人社団 大伸会 松葉歯科医院

0297-66-0034

3010043

0831130562

植竹 尚徳

植竹歯科医院

0297-44-7707

3002706 茨城県常総市新石下4058

○

0831731179

医療法人 HSF

ふじなわ歯科医院

0297-73-8200

3020015 茨城県取手市井野台4－23－6

○

0831930888

伊藤 玄

ひたち野歯科医院

029-801-1155

3001203 茨城県牛久市下根町772-4

○

0832031892

-

ほりかわクリニック

0298-77-1002

3003257 茨城県つくば市筑穂2-11-1

○

0832031959

大木 正博

大木歯科医院

029-867-2811

3004218 茨城県つくば市大貫2175

○

0832031967

五十嵐 安之

いがらし歯科クリニック

029-875-8419

3050817

茨城県つくば市研究学園C-49街区2つくばシ
ティア・モアビル102

○

0832031983

堀口 真史

研究学園歯科

029-856-6480

3050817

茨城県つくば市研究学園D4街区3サーパスつ
くば研究学園102

○

0832131072

齊藤 洋一

齊藤歯科ひたち海浜クリニック

029-263-6060

3111243 茨城県ひたちなか市北神敷台18-7

○

0832131080

葛城 康維

かつらぎ歯科医院

029-262-3016

3111203 茨城県ひたちなか市平磯町1266

○

0832330245

内堀 史朗

うちぼり歯科医院

0299-62-2166

3112424 茨城県潮来市潮来490-2

○

0832430508

山﨑 貴也

たかや歯科クリニック

0297-44-5604

3020128 茨城県守谷市けやき台6-8-2，3

○

0832430516

渡邉 大郎

渡辺歯科クリニック

0297-44-5011

3020115 茨城県守谷市中央3-15-3STONEGATE101

○

0832930465

赤松 一成

東部歯科診療所

0299-97-1188

3140115 茨城県神栖市知手3420-85

○

0832930473

鈴木 康文

ワイズデンタルクリニック

0299-96-1137

3140116 茨城県神栖市奥野谷8197

○

0833030166

医療法人社団 盛和会

医療法人社団 盛和会 山口歯科医院

0299-73-2241

3113821 茨城県行方市蔵川433

○

0833131246

宇野 哲平

宇野デンタルクリニック

029-219-6356

3111307 茨城県東茨城郡大洗町桜道252

○

0833131253

温 勝平

松山歯科医院

029-288-5981

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚2289－2

○

0837330190

根本 光

陽光台 根本歯科クリニック

0297-44-7008

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台1－249－9

○

0837430206

小塙 衛

こばなわ歯科医院

0299-58-2437

3113426 茨城県小美玉市下馬場553-1

○

0840143093

クラフト株式会社

さくら薬局 酒門店

029-304-6715

3100841 茨城県水戸市酒門町302－1

○

0840143101

クラフト株式会社

さくら薬局 赤塚店

029-257-8731

3114141 茨城県水戸市赤塚1－1870－28

○

茨城県龍ケ崎市松葉5－10－8ガーデンコー
ト松葉1-A

○

0840143135

日本調剤株式会社

日本調剤 水戸薬局

029-309-1266

3114144 茨城県水戸市開江町116-11

○

0840143168

株式会社 ヘルスプランナー

すみれ薬局

029-224-3919

3100841 茨城県水戸市酒門町4884－2

○

0840143176

有限会社 永和薬局

有限会社 永和薬局

029-224-5731

3100911 茨城県水戸市見和1－321-13

○

0840143184

総合メディカル株式会社

そうごう薬局 柳町店

029-222-4501

3100817 茨城県水戸市柳町1－15－7

○

0840143192

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局 水戸双葉台店

029-309-6020

3114144 茨城県水戸市開江町224－4

○

0840143200

布施 武史

布施薬局

029-221-4264

3100815 茨城県水戸市本町1-4-25

○

0840143218

株式会社 美浦ドリーム

かえで薬局 県庁前店

029-291-7539

3100852 茨城県水戸市笠原町1565-1

○

0840241707

株式会社 日昇堂

ひたちともべ薬局

0294-33-6678

3191304 茨城県日立市十王町友部1600－1

○

0840241715

クラフト株式会社

さくら薬局 日立会瀬店

0294-25-6231

3170076 茨城県日立市会瀬町3－26－11

○

0840241723

クラフト株式会社

さくら薬局 日立諏訪店

0294-25-6801

3160001 茨城県日立市諏訪町3－8－7

○

0840241731

クラフト株式会社

さくら薬局 日立若葉町店

0294-25-1955

3170063 茨城県日立市若葉町3－1－3

○

0840241749

クラフト株式会社

さくら薬局 日立駅前店

0294-26-8002

3170073

0840241756

クラフト株式会社

さくら薬局 日立店

0294-22-2424

3170077 茨城県日立市城南町2－1－6

○

0840341457

有限会社ワイツファーマ

ポプリ薬局 桜町店

029-835-3555

3000037 茨城県土浦市桜町3－5－3

○

0840441067

日本調剤株式会社

日本調剤 古河薬局

0280-30-1551

3060236 茨城県古河市大堤291

○

0840441075

株式会社 あさひ調剤

アイン薬局 古河本町店

0280-30-1193

3060023 茨城県古河市本町4-11-8

○

0840441083

株式会社 協和ホスピタルサービス

古河中央薬局 日赤前

0280-23-4817

3060236 茨城県古河市大堤290-2

○

0840441091

クラフト株式会社

さくら薬局 古河店

0280-98-5981

3060232 茨城県古河市東牛谷520－4

○

0840441133

有限会社 フジサワ薬局

フジサワ薬局 大堤店

0280-23-4231

3060236 茨城県古河市大堤318

○

0840441158

クラフト株式会社

さくら薬局 猿島店

0280-31-7500

3060236 茨城県古河市大堤307の一部

○

0840441190

有限会社 薬仙

レモン薬局

0280-31-2412

3060023 茨城県古河市本町1-2-35

○

0840441208

株式会社 八木薬局

調剤薬局カシマ城南店

0280-22-7011

3060034 茨城県古河市長谷町20-46

○

0840540553

クラフト株式会社

さくら薬局 石岡店

0299-26-7123

3150038 茨城県石岡市旭台1－17－27

○

0840640734

武藤 由紀子

あけの薬局

0296-20-5445

3004516 茨城県筑西市新井新田42-32

○

0840740401

クラフト株式会社

さくら薬局 結城店

0296-34-8808

3070001 茨城県結城市結城2987－1

○

0840740419

株式会社スターコーポレーション

マロニエ調剤薬局

0296-48-9030

3070053 茨城県結城市新福寺6-6-4

○

0840840615

クラフト株式会社

さくら薬局 佐貫駅前店

0297-61-5211

3010032 茨城県龍ケ崎市佐貫3－5－5

○

0840840623

有限会社スター調剤薬局

アリス薬局

0297-63-7550

3010837 茨城県龍ケ崎市根町3296-7

○

0841040348

有限会社 パルム

パルム薬局 下妻店

0296-54-4551

3040056 茨城県下妻市長塚423-17

○

0841140486

クラフト株式会社

さくら薬局 水海道森下店

0297-22-1970

3030005 茨城県水海道市森下町4429

○

0841440464

クラフト株式会社

さくら薬局 高萩店

0293-20-0010

3180004 茨城県高萩市上手綱1006－16

○

0841540388

クラフト株式会社

さくら薬局 北茨城店

0293-46-5941

3191704 茨城県北茨城市大津町北町3097

○

0841540396

株式会社 くすりのマルト

株式会社くすりのマルト調剤薬局 磯原店

0293-30-7887

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-180

○

0841540404

株式会社松本薬研堂薬局

松本薬研堂薬局

0293-43-0435

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1－212

○

0841640485

株式会社カワチ薬品

カワチ薬局

0296-70-5446

3091705 茨城県笠間市東平3-1-15

○

0841740822

クラフト株式会社

さくら薬局 取手谷中店

0297-71-6010

3001532 茨城県取手市谷中34－12

○

0841740830

クラフト株式会社

さくら薬局 取手東店

0297-88-3094

3020005 茨城県取手市東4－3－1

○

0841740863

有限会社 セーブ

神田山調剤薬局 青柳

0297-85-2970

3020006 茨城県取手市青柳72

○

0841840317

クラフト株式会社

さくら薬局 坂東岩井店

0297-47-4717

3060631 茨城県岩井市岩井4597－1

○

0841840333

株式会社 カワチ薬品

カワチ薬局 坂東店

0297-20-8650

3060632 茨城県坂東市辺田1104－1

○

0841940497

クラフト株式会社

さくら薬局 牛久栄町店

029-878-2622

3001233

茨城県日立市幸町1－7－7ニュークリニック
ス日立101

茨城県牛久市栄町3－17－1牛久アーバンヒ
ルC棟101

○

○

0841940505

株式会社 千葉薬品

ヤックスドラッグ牛久神谷薬局

029-830-8050

3001216 茨城県牛久市神谷6－47－2

0842041774

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局 つくば竹園店

029-851-4395

3050032

0842041782

クラフト株式会社

さくら薬局 つくば店

029-877-3300

3003251 茨城県つくば市佐1006－3

○

0842041790

茨城薬樹株式会社

薬局 つくば中央

029-858-1621

3050034 茨城県つくば市小野崎828-10

○

0842041824

株式会社 紫峰

学園中央薬局 松野木店

029-879-8581

3050056 茨城県つくば市松野木152-15

○

0842041832

株式会社 マイドラック

ハニュウ薬局 研究学園店

029-879-9787

3050817 茨城県つくば市研究学園4-4-11

○

0842041840

有限会社 相場屋

ポプラ調剤薬局

029-861-1581

3050044 茨城県つくば市並木3－11－5

○

0842041857

株式会社キュアプラス

かりま薬局

029-879-9118

3050822 茨城県つくば市苅間1620－8

○

0842041865

有限会社つくばトラストイン・コーポレーション

桜並木薬局

029-879-7314

3050861 茨城県つくば市谷田部6107-20

○

0842141087

クラフト株式会社

さくら薬局 ひたちなか店

029-354-0396

3120057 茨城県ひたちなか市石川町28－10

○

0842141111

ひたちなか薬業共同組合

ひたちなか薬局勝田店

029-354-0678

3120057 茨城県ひたちなか市石川町14-6

○

0842141137

株式会社 ウィール

クアリア薬局

029-219-7313

3111246 茨城県ひたちなか市相金町1－1 103号

○

0842141145

有限会社ポールスター

ポラリス薬局

029-219-7762

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2713－3

○

0842141152

有限会社ジークゼネラル

アクア薬局 かつた店

029-219-7426

3120033

0842240467

クラフト株式会社

さくら薬局 三笠山店

0299-83-8227

3140031 茨城県鹿嶋市宮中2062－9

○

0842440406

アイアールファーマシー株式会社

ひかり薬局守谷ゆりがおか店

0297-44-7401

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘3－2789－25

○

0842440430

株式会社 下村交商

くすりの健康堂薬局

0297-48-7220

3020115 茨城県守谷市中央3－11－1

○

0842540130

株式会社インディーズ・ファーマ

クローバー薬局 美和

0295-58-3861

3192601 茨城県常陸大宮市高部5281-5

○

0842840076

株式会社 コスモファーマ東京

コスモファーマ薬局 千代田店

0299-59-1170

3150051 茨城県かすみがうら市新治字笄埼1827-33

○

0842940488

クラフト株式会社

さくら薬局 知手店

0299-96-8171

3140112 茨城県神栖市知手中央1－15－36

○

0842940520

株式会社 千葉薬品

ヤックスドラッグ波崎薬局

0479-44-8821

3140408 茨城県神栖市波崎8555

○

0842940538

株式会社 ファーメスト

あすなろ薬局 波崎店

0749-48-3676

3140343 茨城県神栖市土合本町1－8762－125

○

0843140765

野上 栄一

野上屋薬局

029-267-3001

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町8

○

0843340571

ライフシナプス株式会社

アサヒ薬局

029-219-7960

3191116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西2-8-5

○

0843840760

株式会社 千葉薬品

ヤックスドラッグ阿見薬局

029-891-2388

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央1－13－22

○

0844340695

クラフト株式会社

さくら薬局 境町店

0280-81-3525

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸242－2

○

0844340703

株式会社 ウッズコーポレーション

なのはな薬局

0280-81-1388

3060433 茨城県猿島郡境町371－2

○

0847140274

出川 昌子

出川薬局

0296-55-0175

3004408 茨城県桜川市真壁町真壁347

○

0847340148

クラフト株式会社

さくら薬局 つくばみらい店

0297-20-7551

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1－672－9

○

0810212043

石川 悟

石川クリニック

0294-33-7788

3160015 茨城県日立市金沢町4-24-16

○

0812111474

レパヴー アンドレジェイムス

いちげ皮フ科クリニック

029-219-7704

3120033 茨城県ひたちなか市市毛404-32

○

0830133641

渡野邊 理香

りかデンタルクリニック

029-306-8214

3100911 茨城県水戸市見和2-504-4

○

0830332086

西岡 寛久

ホワイト歯科医院

029-822-4182

3000053 茨城県土浦市真鍋新町18-13土浦ﾋﾟｱﾀｳﾝ2F

○

0831030457

医療法人社団 伸詠会

医療法人社団 伸詠会 メディケア歯科クリ
ニック下妻

0296-30-4184

3040033

茨城県下妻市堀篭972-1 イオンモール下妻
1Ｆ

○

0831130570

湯本 泰弘

きぬの里歯科クリニック

0297-27-0550

3030046 茨城県常総市内守谷町きぬの里3-1-2

0832032015

医療法人社団ブライトデンタルケア

医療法人社団ブライトデンタルケア つくばリボ
ン歯科・矯正歯科

029-879-7145

3050033

0832230437

大森 晃

おおもり歯科クリニック

0299-77-8448

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台2346-5

○

0840241764

宮川 勝

ぱんだ薬局

0294-33-5288

3170054 茨城県日立市本宮町2-7-2

○

0840241772

有限会社 ツインウイングス

あおぞら薬局 金沢店

0294-33-5414

3160015 茨城県日立市金沢町4-24-15

○

0840640759

株式会社 アルファーム

アルファーム薬局 筑西店

0296-54-4344

3091107 茨城県筑西市門井1676-23

○

0841740574

株式会社 アインファーマシーズ

アイン薬局取手店

0297-77-5100

3020015 茨城県取手市井野台5-1-21

○

茨城県つくば市竹園3－18－2竹園ショッピン
グセンター内

茨城県ひたちなか市市毛404-35市毛石川ﾋﾞ
ﾙ1F

茨城県つくば市東新井15-4関友つくば第2ﾋﾞ
ﾙ1F

○
○

○

○
○

0842640310

株式会社コスモファーマ東京

コスモファーマ薬局 那珂店

029-296-9077

3192105 茨城県那珂市古徳2186-4

○

0842640328

株式会社セントフォローカンパニー

ＳＦＣ薬局 那珂店

029-219-7536

3110111 茨城県那珂市後台3239-7

○

0810114801

医療法人社団 かさの医院

かさの内科医院

029-222-3111

3100056 茨城県水戸市文京1-11-9

○

0810212050

医療法人 圭友会

山手クリニック

0294-33-2121

3160013 茨城県日立市千石町2-13-3

○

0810312223

医療法人社団 叶多内科医院

医療法人社団 叶多内科医院

029-826-1566

3000832 茨城県土浦市桜ケ丘町28-41

○

0810411504

医療法人 恵樹会

いたばし糖尿病内科皮フ科クリニック

0280-23-2890

3060232 茨城県古河市東牛谷815-1

○

0811010545

松田 恭寿

まつだこどもクリニック

0296-30-5558

3040056 茨城県下妻市長塚423-1

○

0811510320

医療法人 琴音会

にいさと眼科クリニック

0293-43-1200

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-177

○

0812012748

大久保 武人

つくば ねむりとこころのクリニック

029-875-3578

3050028 茨城県つくば市妻木637-1

○

0812510311

常陸大宮市

常陸大宮市国民健康保険美和診療所

0295-58-2859

3192601 茨城県常陸大宮市高部5281-1

○

0812910404

医療法人玉心会

鹿嶋ハートクリニック

0299-77-8888

3140146 茨城県神栖市平泉1-168

○

0830231791

医療法人AGAPE

アン歯科クリニック

0294-53-1577

3191222 茨城県日立市久慈町2-18-16

○

0830431243

小倉 一宏

小倉歯科東クリニック

0280-97-2277

3060232 茨城県古河市東牛谷522-1

○

0841940513

株式会社ツカファルマ

つかもと調剤薬局ひたち野店

029-860-9480

3001207 茨城県牛久市ひたち野東325-7

○

0842041873

株式会社オオシマ薬局

アサヒ薬局 妻木店

029-875-5688

3050028 茨城県つくば市妻木636-2

○

0842141160

有限会社ケミスト

ウチダ薬局

029-275-0658

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡2567-23

○

0810114819

田口 雅一

田口同仁クリニック

029-259-2555

3190315 茨城県水戸市内原町910-1

○

0810212068

医療法人 安東クリニック

医療法人安東クリニック

0294-28-8686

3160023 茨城県日立市東大沼町3-15-5

○

0810611491

医療法人 春陽会

おくだ眼科クリニック

0296-21-0511

3080803 茨城県筑西市直井959-2

○

0811510338

医療法人社団 桜悠会

いそはらクリニック

0293-30-1580

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原4-112-2

○

0811711274

医療法人 櫻友会

取手中央病院

0297-72-1133

3020022 茨城県取手市本郷3-2-1

○

0811910850

柴田 徹

ふたばこどもクリニック

0298-73-1501

3001203 茨城県牛久市下根町1477-49

○

0812111482

医療法人社団 亘洋会

湊整形外科・内科

029-263-7255

3111225 茨城県ひたちなか市釈迦町15-9

○

0817310246

医療法人社団 貴風会

医療法人貴風会なかざわクリニック

0297-34-1122

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-682-7

○

0832032023

松本 聡

松本歯科医院

029-836-9743

3050854 茨城県つくば市上横場2176-1

○

0840143226

株式会社 コスモ・メディカル

コスモ調剤薬局水戸店

029-246-0927

3100836 茨城県水戸市元吉田町1636-3

○

0840143234

株式会社 コスモ・メディカル

株式会社 コスモ・メディカル アイセイ薬局
本町店

029-241-9210

3100815 茨城県水戸市本町2-5-28

○

0840143242

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 けやき台店

029-240-1003

3100841 茨城県水戸市酒門町3142-8

○

0840143267

株式会社 コスモ・メディカル

コスモ調剤薬局平須店

029-305-6158

3100853 茨城県水戸市平須町1820-31

○

0840143275

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 緑岡店

029-241-9210

3100851 茨城県水戸市千波町2269-2

○

0840241780

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 日立北店

0294-20-2027

3191303 茨城県日立市十王町友部東2-5-25

○

0840241798

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 日高店

0294-44-7035

3191414 茨城県日立市日高町3-8-4

○

0840241806

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 川尻店

0294-42-0435

3191411 茨城県日立市川尻町6-44-14

○

0840241814

株式会社 コスモ・メディカル

コスモ薬局大みか店

0294-53-0343

3191221 茨城県日立市大みか町2-14-1

○

0840241822

株式会社 コスモ・メディカル

コスモ調剤薬局日立南店

0294-27-1511

3191235 茨城県日立市茂宮町823-2

○

0840540561

株式会社 abcdrug&pharmacare

かのこ薬局

0299-35-4040

3150005 茨城県石岡市鹿の子2-9-2

○

0840640767

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 下館店

0296-25-3050

3080021 茨城県筑西市甲147

○

0841040355

日本調剤株式会社

日本調剤下妻薬局

0296-30-1501

3040056 茨城県下妻市長塚28-2

○

0841440480

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 高萩店

0293-20-1515

3180032 茨城県高萩市大和町2-4

○

0841640501

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 岩間店

0299-37-6733

3190202 茨城県笠間市下郷4446-186

○

0841640519

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 友部店

0296-78-5320

3091705 茨城県笠間市東平3-1-22

○

0841640527

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 鯉渕店

0296-78-0580

3091703 茨城県笠間市鯉淵6267-86

○

0841840341

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 坂東店

0297-30-2626

3060624 茨城県坂東市矢作1680-2

○

0841940539

有限会社 むぎのほ薬局

むぎのほ薬局ひたち野店

029-886-3699

3001207 茨城県牛久市ひたち野東4-7-13

○

0842041881

株式会社 abcdrug&pharmacare

かすが薬局

029-863-3588

3050821 茨城県つくば市春日2-35-2

○

0842041899

株式会社 abcdrug&pharmacare

かつらぎ薬局

029-860-2030

3050817 茨城県つくば市研究学園5-5-15

○

0842041915

株式会社 abcdrug&pharmacare

よしぬま薬局

029-877-2700

3002617 茨城県つくば市吉沼2387-1

○

0842141178

有限会社 エムテック

しゃかまち薬局

029-262-3677

3111225 茨城県ひたちなか市釈迦町15-11

○

0842540148

株式会社 コスモ・メディカル

コスモ調剤薬局常陸大宮店

0295-54-1211

3192256 茨城県常陸大宮市田子内町3031-3

○

0842640336

株式会社 コスモ・メディカル

コスモ調剤薬局那珂町店

029-352-0105

3110111 茨城県那珂市後台1827-8

○

0842640344

株式会社 コスモ・メディカル

コスモ調剤薬局菅谷店

029-352-0280

3110105 茨城県那珂市菅谷2991-5

○

0843140773

株式会社 コスモ・メディカル

コスモ調剤薬局茨城町店

029-279-1527

3113107 茨城県東茨城郡茨城町小鶴124

○

0843440116

株式会社 コスモ・メディカル

コスモ調剤薬局大子店

0295-79-1577

3193526 茨城県久慈郡大子町大子

○

0847140282

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 真壁店

0296-20-7085

3004422 茨城県桜川市真壁町亀熊123-4

○

0811810415

只野 孝

クリニック結

0297-44-7148

3060642 茨城県坂東市長谷1775-4

○

0812012755

野堀 秀穂

野堀眼科クリニック

029-886-3636

3002633 茨城県つくば市遠東779-1

○

0830133658

森永 桂輔

森永歯科医院

029-225-1081

3100803 茨城県水戸市城南2-15-30

○

0830133666

月村 光志

堀スマイル歯科

029-252-5584

3100903 茨城県水戸市堀町1163-18

○

0832330252

大森 陽一

大森歯科医院

0299-64-6589

3112436 茨城県潮来市牛堀424-1

○

0840441224

株式会社 アイセイ薬局

アイセイ薬局古河店

0280-98-0015

3060232 茨城県古河市東牛谷825-3

○

0840840631

有限会社 スター調剤薬局

ミルキー薬局

0297-61-4510

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町1230-1

○

0842041931

株式会社ジェイピー

さつき薬局つくば店

029-886-3996

3002633 茨城県つくば市遠東779-9

○

0847140290

株式会社 下野メディカル

さらさ調剤薬局

0296-54-2121

3004408 茨城県桜川市真壁町真壁426-2

○

0865590012

みらい在宅ケア 株式会社

みらい訪問看護ステーション

0297-44-8868

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台1-1-2-B-1725

○

0812012789

医療法人 天貝整形外科クリニック

天貝整形外科クリニック

029-839-9151

3050857 茨城県つくば市羽成686-18

○

0813111143

會澤 治

あいざわクリニック

029-219-8151

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1015-1

○

0832032031

髙田 将生

髙田歯科医院

029-875-6489

3002656 茨城県つくば市真瀬603-1

○

0832032049

網代 浩幸

あじろ歯科

029-886-3993

3050832 茨城県つくば市西岡240-3

○

0843140781

根本 ひろ美

ねもと薬局しろくま店

029-267-7880

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-540

○

0810611509

富澤 英紀

とみざわハートクリニック

0296-28-1700

3080854 茨城県筑西市女方688-1

○

0810611517

市川 日出勝

のかおい整形外科

0296-21-5880

3080127 茨城県筑西市関本下1922-1

○

0810810887

兼川 潤一

松葉クリニック

0297-65-7882

3010043 茨城県龍ケ崎市松葉4-10-17

○

0811610575

柳橋 互

柳橋医院

0296-74-2302

3091635 茨城県笠間市稲田755

○

0812410629

医療法人社団 芙友会

医療法人社団芙友会海野メディカルクリニック

0297-20-0605

3020127

0830133674

鈴木 史一

水戸デンタルケアクリニック

029-233-7789

3100813 茨城県水戸市浜田町610-1

○

0831930912

医療法人社団 陵栄会

医療法人社団陵栄会牛久デンタルクリニック

0298-72-8114

3001234 茨城県牛久市中央34-3シイナビル1階

○

0832430524

西川 哲次

守谷ふれあい歯科

0297-44-8201

3020116 茨城県守谷市大柏1005-24

○

0832630305

久保田 佐和子

久保田歯科医院

029-296-0041

3192102 茨城県那珂市瓜連1647

○

0840143283

有限会社 ひまわり薬局

たんぽぽ調剤薬局泉町店

029-224-6350

3100026

0840143291

株式会社 アナザーブラッド

内原クローバー薬局

029-291-8545

3190315 茨城県水戸市内原町904-1

○

0840441240

株式会社 サンテ

ローズ薬局

0280-23-1603

3060236 茨城県古河市大堤119-1

○

0840640775

クオール 株式会社

クオール薬局筑西店

0296-26-7789

3080854 茨城県筑西市女方688-5

○

茨城県守谷市松ケ丘6-6-1アクロスモール守
谷

茨城県水戸市泉町3-7-30-102号ラ・フォン
テーヌ

○

○

0840640783

株式会社 アルファーム

アルファーム薬局関本店

0296-37-8118

3080127 茨城県筑西市関本下1940-3

○

0844240283

石井倉庫 有限会社

やちよ調剤薬局

0296-49-3955

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1065-5

○

0810114827

服部 智行

エクセルメディカルクリニック

029-233-6676

3100015

0810411512

医療法人 孝寿会

みわの郷クリニック

0280-75-0119

3060111 茨城県古河市大和田1802-1

○

0810411520

石井 義和

石井内科クリニック

0280-23-1771

3060236 茨城県古河市大堤120-1

○

0811910876

琴寄 誠

ことより医院

029-870-5480

3001234 茨城県牛久市中央5-12-17

○

0830133682

医療法人社団 美桜会

田崎歯科

029-244-0208

3100851 茨城県水戸市千波町236-3

○

0831030465

飯村 一弘

ほほえみ歯科診療所

0296-43-1178

3040041 茨城県下妻市古沢7-1

○

0831230453

後藤 和朗

後藤歯科診療所

0294-72-0113

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町2021-7

○

0840441257

株式会社 あさひ調剤

アイン薬局諸川店

0280-23-1791

3060111 茨城県古河市大和田1803-16

○

0842041949

株式会社 紫峰

学園中央薬局作岡店

029-869-0666

3004204 茨城県つくば市作谷1115-4

○

0870301983

市村歯科医院

市村歯科医院

029-822-8550

3000031 茨城県土浦市東崎町7-6

○

0810212076

稲葉 治

稲葉眼科医院

0294-36-0279

3160006 茨城県日立市末広町2－7－1

○

0810411538

医療法人 田中医院

田中医院

0280-23-0600

3060037 茨城県古河市錦町5－3

○

0810411546

医療法人 悠生会

おかざき眼科皮膚科

0280-30-1131

3060023 茨城県古河市本町4－11－6

○

0811110626

医療法人社団 眞澄会

大塚クリニック

0297-20-2400

3002505 茨城県常総市中妻町2620

○

0811711282

医療法人社団 寿幸会

かんの産婦人科クリニック

0297-83-0321

3001512 茨城県取手市藤代1076

○

0811711308

医療法人社団 成裕会

医療法人社団成裕会桜が丘メルクリニック

297-70-3070

3001525 茨城県取手市桜が丘1－17－1

○

0812012797

医療法人 小田内科クリニック

医療法人小田内科クリニック

029-867-2471

3004223 茨城県つくば市小田2951－5

○

0812012805

村上 博之

つくばけやき眼科

029-875-6660

3050034

0830231809

齋藤 高

たかいそ海岸

0294-33-5648

3191414 茨城県日立市日高町4-18-15

○

0831630553

医療法人 泉川歯科医院

医療法人 泉川歯科医院

0296-77-8131

3091703 茨城県笠間市鯉淵6740-10

○

0832032056

豊福 偉大

つくば万博歯科

029-848-1171

3002655

0840341499

株式会社 南山堂

南山堂薬局 中村店

0298-30-4700

3000841 茨城県土浦市中1085

○

0842041964

株式会社ガティータ

かみごう薬局

029-847-5180

3002645 茨城県つくば市上郷2783-2

○

0842141186

株式会社メディックス

佐和中央薬局

029-354-3110

3120001 茨城県ひたちなか市佐和小堀内507-1

○

0810212084

医療法人社団 グルコピア日立

医療法人社団グルコピア日立

0294-27-7211

3170052 茨城県日立市東滑川町1-38-10

○

0811410364

石川 敦庸

石川内科クリニック

0293-44-3366

3180021 茨城県高萩市安良川195-3

○

0812410637

塚越 芳久

守谷メディカルクリニック

0297-47-0213

3020110

0831731187

中村 信太郎

なかむら歯科医院

0297-85-3218

3020039 茨城県取手市ゆめみ野1-74-2

○

0831731195

伊藤 嘉彦

取手デンタルクリニック

0297-84-6418

3020005 茨城県取手市東4-5ミスターマック取手店内

○

0831731203

平山 賢介

ひらやま歯科医院

0297-84-1499

3020021 茨城県取手市寺田4656-4アズーリⅡ1F

○

0831930920

秋山 真人

ひたちの矯正歯科医院

029-875-8552

3001207 茨城県牛久市ひたち野東2-13-33

○

0834331100

中井 巳智代

なかい歯科クリニック

0280-87-8825

3060434 茨城県猿島郡境町上小橋564-5

○

0840341507

有限会社 ナカショウ

はすの実薬局

029-879-7533

3000026 茨城県土浦市木田余1661-2

○

0841440498

株式会社 コスモ・メディカル

アイセイ薬局 安良川店

0293-20-1317

3180021 茨城県高萩市安良川156-1

○

0841940547

有限会社 オフィスビーン

まりも薬局

029-870-3717

3001234 茨城県牛久市中央5-12-18-102

○

0842141194

株式会社 カワチ薬品

カワチ薬局ひたちなか店

029-354-4090

3120052 茨城県ひたちなか市東石川1567-1

○

0842141202

株式会社 マツシマファーマシー

勝田クローバー薬局

029-291-6294

3120042 茨城県ひたちなか市東大島4-8-1

○

0842240483

關口 悦子

薬局エイカ

0299-69-8872

3112215 茨城県鹿嶋市和758-22

○

0842440448

株式会社 アイセイ

アイセイ薬局イオンタウン守谷店

0297-47-1120

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘3-249

○

茨城県水戸市宮町1-1-1水戸エクセル北口1
階

茨城県つくば市小野崎278－1ＬＡＬＡガーデン
つくば1Ｆ

茨城県つくば市島名福田坪土地区画整理
B48街区

茨城県守谷市百合ケ丘3-249-1イオンタウン
守谷2階区画No.236

○

○

○

○

0842940579

株式会社 松崎

株式会社松崎松崎薬局知手店

0299-96-2773

3140115 茨城県神栖市知手100-1

○

0847440187

株式会社 メディウェーブ

希望ヶ丘薬局

0299-36-8201

3190116 茨城県小美玉市中台829-21

○

0812310266

船坂 元克

船坂医院

0299-66-1285

3112423 茨城県潮来市日の出6-11-13

○

0817310253

石川 敏夫

いしかわ耳鼻咽喉科クリニック

0297-57-8733

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-673-5

○

0830133690

医療法人社団 楽生会

水戸みらいデンタルクリニック

029-291-8000

3100903 茨城県水戸市堀町1762-10

○

0833131279

医療法人社団 楽生会

城ノ内歯科クリニック

029-306-7711

3113138 茨城県東茨城郡茨城町城之内742-23

○

0840143309

株式会社 岩間薬局

岩間薬局

029-224-9911

3100803 茨城県水戸市城南2-4-34

○

0840441265

株式会社 ファーコス

ファーコスなごみ薬局

0280-92-8660

3060226 茨城県古河市女沼658-3

○

0840441273

株式会社 ファーコス

ファーコスよこやま町薬局

0280-22-4471

3060022 茨城県古河市横山町1-7-25

○

0840840656

株式会社 エルファルマ

あおぞら調剤薬局

0297-61-4488

3010047 茨城県龍ケ崎市南中島町117-1

○

0840840664

株式会社 エルファルマ

ももの木薬局

0297-63-2882

3010826 茨城県龍ケ崎市栄町4715-3

○

0847340155

株式会社 フクシ関東ファーマ

みらい平薬局

0297-44-8627

3002300 茨城県つくばみらい市4101-11

○

0811010552

名越 洋

ほりごめクリニック

0296-43-8136

3040033

0812012813

医療法人社団 興明会

医療法人社団興明会つくば賢クリニック

029-861-0100

3050034 茨城県つくば市小野崎286-7

○

0830431250

廣瀬 倫子

木村歯科医院

0280-78-0610

3060114 茨城県古河市山田466

○

0832032064

医療法人社団 和晃会

医療法人社団和晃会TX歯科

029-828-8241

3050817

0832830202

宇野 哲朗

宇野歯科医院

0299-59-7710

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉1665-1

○

0840143317

秋山 友嘉子

西原薬局

029-252-2466

3100044 茨城県水戸市西原2-17-21

○

0841840358

株式会社 あさひ調剤

すみれ薬局

0297-36-2121

3060631 茨城県坂東市岩井3322-2

○

0812012821

野口 佳子

のぐち内科クリニック

029-852-3001

3050028 茨城県つくば市妻木635-1

○

0812012839

轟 健

ふる里クリニック

029-851-5526

3050035 茨城県つくば市松代5-5-12

○

0830133716

医療法人社団 陵栄会

医療法人社団陵栄会水戸デンタルクリニック

029-232-9910

3100805

0830231825

三野 智子

さくら歯科医院

0294-33-6632

3191412 茨城県日立市折笠町322-4

○

0832430557

連石 宏一郎

つれいし歯科クリニック

0297-51-3320

3020110 茨城県守谷市百合ケ丘1-2488-11

○

0841940554

株式会社 すばる

すばる調剤薬局

029-896-5011

3001222 茨城県牛久市南5-44-25

○

0842041972

池浦 芳子

誠芳堂薬局

029-838-2143

3050074

0842041980

株式会社 カワチ薬品

カワチ薬局つくば桜店

029-863-0106

3050003 茨城県つくば市桜1-14-2

○

0842640377

株式会社 コヤマ薬局

コヤマ薬局那珂店

029-219-8719

3110133 茨城県那珂市鴻巣3241-7

○

0810312231

辻 久茂

天川 クリニック

029-822-0844

3000818 茨城県土浦市天川1-28-12

○

0810611525

医療法人 安分堂濱名医院

医療法人安分堂濱名医院

0296-37-6920

3080122 茨城県筑西市関本上1412-2

○

0810611533

野木 俊二

のぎ小児科

0296-28-8611

3080847 茨城県筑西市玉戸1270-1075

○

0811711324

許 表楷

ゆめみ野クリニック整形外科

0297-78-7111

3020039 茨城県取手市ゆめみ野1-71-3

○

0812410645

黒田 啓

くろだ皮膚科

0297-44-9622

3020115

0812810190

太田 仁

太田医院

0299-59-2026

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉1598-1

○

0813111150

医療法人 白櫻会

城里慶友整形外科

029-291-8908

3114302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1416

○

0817110349

医療法人 公奉会

タンポポクリニック

0296-70-4402

3091211 茨城県桜川市岩瀬364-5

○

0830133724

外山 敬三

外山歯科医院

029-254-6155

3114143 茨城県水戸市大塚町1741-11

○

0830530812

岡﨑 芳子

岡﨑歯科診療所

0299-22-2756

3150013 茨城県石岡市府中1-5-18

○

0831830492

木村 大

沓掛歯科医院

0297-44-2155

3060514 茨城県坂東市内野山1199-1

○

0832230239

宮作 千恵子

宮作歯科医院

0299-82-2059

3140031 茨城県鹿嶋市宮中4-2-1

○

0832530232

立原 輝明

立原歯科医院

0295-55-8241

3192131 茨城県常陸大宮市下村田2387ピサーロ1Ｆ

○

茨城県下妻市堀篭972-1イオンモール下妻１
階

茨城県つくば市研究学園C50街区1イーアス
つくばメディカルポート内

茨城県水戸市中央2-2-1アーバンスタービル
202号室

茨城県つくば市高野台2-9-5サザンクロス
103

茨城県守谷市中央1-23-4アクロスプラザ守
谷2Ｆ

○

○

○

○

○

0833831365

緑川 恵樹

本郷歯科医院

029-841-0428

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野2-21-24

○

0840241830

株式会社 高里

よつば薬局

0294-33-7823

3160015 茨城県日立市金沢町3-17-2

○

0840341523

クオール 株式会社

クオール薬局土浦店

029-835-2090

3000835 茨城県土浦市大岩田2469-33

○

0840341531

相坂 和身

学園調剤薬局荒川沖店

029-834-2481

3000873 茨城県土浦市荒川沖422-1

○

0840441281

株式会社 ＬＬＥ

つくば調剤薬局総和店

0280-91-1175

3060204 茨城県古河市下大野2852-4

○

0840640791

株式会社 マイドラッグ

ハニュウ薬局川島店

0296-54-4563

3080855 茨城県筑西市下川島759-1

○

0840640809

株式会社 スターコーポレーション

マロニエ薬局

0296-54-5330

3080051 茨城県筑西市岡芹2160-8

○

0842240491

株式会社 千葉薬品

ヤックスドラッグ鹿嶋薬局

0299-85-1562

3140030 茨城県鹿嶋市厨3-10-1

○

0842440455

株式会社 すばる

すばる調剤薬局守谷店

0297-44-4192

3020115 茨城県守谷市中央1-23-4

○

0843140799

株式会社 コスモファーマ東京

コスモファーマー薬局城里店

029-353-7531

3114302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1416

○

0810114835

医療法人社団 大清会

医療法人社団大清会かわだクリニック

029-257-2322

3114152 茨城県水戸市河和田3-2351-4

○

0810114843

工藤 貴正

中央泌尿器科クリニック

029-302-5243

3100004 茨城県水戸市青柳町4052-6

○

0810114850

澤田 俊道

澤田医院

029-221-5277

3100845 茨城県水戸市吉沢町354-39

○

0810212100

篠原 祐之

篠原医院

0294-33-2357

3160003 茨城県日立市多賀町3-14-8

○

0810411553

医療法人社団 應誠会あさま耳鼻咽喉科医院

医療法人社団應誠会あさま耳鼻咽喉科医院

0280-92-9080

3060226 茨城県古河市女沼656-1

○

0810611541

後藤 千秋

ごとうクリニック

0296-23-3215

3080051 茨城県筑西市岡芹2162

○

0812012847

医療法人社団 康喜会

辻中つくば胃腸肛門クリニック

029-879-7878

3050032 茨城県つくば市竹園1-4-1南3パークビル2階

○

0830133732

髙根 正敏

水戸さくら通り歯科

029-291-6489

3100847 茨城県水戸市米沢町142-3

○

0832032072

医療法人 山口歯科クリニック

ホワイトエッセンスデンタルオフィス・ゴリ

0296-23-3663

3050034

0833331135

江崎 賢徳

えざき歯科クリニック

029-287-7688

3191112 茨城県那珂郡東海村村松2334-2

○

0834331118

関 清伊

きよいデンタルクリニック

0280-33-7830

3060402 茨城県猿島郡境町猿山145-5

○

0837430214

東 英仁

東歯科医院

0299-56-4856

3190126 茨城県小美玉市大谷518-15

○

0840143333

株式会社 サンテ

フェイス薬局

029-306-8745

3100845 茨城県水戸市吉沢町354-94

○

0830332102

医療法人社団 ティーズ・デンタルプランニング

医療法人社団ティーズ・デンタルプランニング
土浦スマイル歯科クリニック

029-835-5110

3000811

0831530365

吉田 和夫

磯原ファミリー歯科

0293-43-5919

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-206

○

0840143341

株式会社 美鈴

みすず薬局緑町店

029-233-1112

3100031 茨城県水戸市大工町3-10-14

○

0840441299

クラフト 株式会社

さくら薬局古河下大野店

0280-33-7897

3060204 茨城県古河市下大野2925-3

○

0810114868

医療法人 愛菜会

トレンドクリニック

029-306-7381

3100851 茨城県水戸市千波町1989-1

○

0811810423

田中 勝也

ホスピタル坂東

0297-44-2000

3060515 茨城県坂東市沓掛411

○

0830133740

医療法人 愛菜会

トレンドクリニック

029-306-7381

3100851 茨城県水戸市千波町1989-1

○

0840740443

有限会社 かなくぼ薬局

有限会社かなくぼ薬局

0296-32-4017

3070015 茨城県結城市鹿窪1305-97

○

0840540579

株式会社 カワチ薬品

カワチ薬局 石岡北店

0299-28-5026

3150031 茨城県石岡市東大橋1977-1

○

0841640543

有限会社 メディカルボックス

ひまわり調剤薬局泉店

0299-56-5218

3190209 茨城県笠間市泉2081-1

○

0841740897

有限会社 薬友

取手駅前薬局

0297-85-4508

3020024

0842640385

根本 ひろ美

よしの薬局

029-295-6695

3110115 茨城県那珂市西木倉166-1

○

0810114876

山下 雄幸

やましたクリニック

029-257-8200

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1 ﾐｵｽ1F

○

0810114884

亀山 昌明

かめやま内科クリニック

029-353-7711

3111132 茨城県水戸市東前町850

○

0810212118

井村 純也

井村整形外科病院

0294-52-2191

3191221 茨城県日立市大みか町6-4-10

○

0810212126

折野 陽一

川尻整形外科

0294-33-7819

3191411 茨城県日立市川尻町3-9-13

○

0810212134

石川 晶久

石川内科ファミリークリニック

0294-33-8600

3160002 茨城県日立市桜川町3-11-15

○

0810611558

医療法人 関城中央医院皮膚科

医療法人 関城中央医院皮膚科

0296-37-7700

3080127 茨城県筑西市関本下2445

○

茨城県つくば市小野崎278-1ＬＡＬＡガーデン
つくば2棟1FD-101号室

茨城県土浦市上高津367イオンモール土浦2
階

茨城県取手市新町2-2-16ﾙｯｸﾊｲﾂ取手第一
2階W-1号室

○

○

○

0810810895

吉澤 孝史

吉澤胃腸内科医院

0297-66-0977

3010032 茨城県龍ケ崎市佐貫1-4-5

○

0830332128

髙木 幸江

幸デンタルクリニック

029-862-2360

3004104 茨城県土浦市沢辺1925-3

○

0830631180

荒山 満

あらやま歯科医院

0296-48-8182

3080124 茨城県筑西市関本肥土23-1

○

0830830915

池田 宏

ファミリー歯科

0297-64-1288

3010018 茨城県龍ケ崎市米町中谷原8277-1

○

0840143366

有限会社ジークゼネラル

アクア薬局 東前店

029-353-8323

3111132 茨城県水戸市東前町837

○

0840241848

株式会社コンフィアンス

日立クローバー薬局

0294-33-8057

3160002 茨城県日立市桜川町3-10-6

○

0840241855

株式会社コスモファーマ

コスモファーマ薬局川尻店

0294-33-8086

3191411 茨城県日立市川尻町3-19-12

○

0842042012

株式会社青山コーポレーション

みどりの薬局

029-886-9334

3004353 茨城県つくば市沼田1256-1

○

0862190063

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンターひたちなか 訪問看護ス
テーション

029-354-0841

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2-6-10

○

0810212142

医療法人社団 そよご会

長山皮膚科医院

0294-33-1858

3160036 茨城県日立市鮎川町1-2-20

○

0810811000

医療法人社団 健幸福会

医療法人社団 健幸福会 龍ヶ崎大徳ヘル
シークリニック

0297-64-3133

3010816

0811910884

医療法人 優光会

さくらい眼科

029-872-6633

3001222 茨城県牛久市南2-25-12

○

0812012854

医療法人社団 豊智会

つくば画像検査センター

029-875-9970

3050005 茨城県つくば市天久保2-1-16

○

0812012862

小川 健

おがわ内科

029-839-3770

3050881

0812210557

新日鐡住金株式会社 鹿島製鐡所

鹿島診療所

0299-84-2934

3140014 茨城県鹿嶋市光3

○

0812410652

医療法人 ひばりの会

医療法人 ひばりの会 もりもとクリニック

0297-45-3500

3020105 茨城県守谷市薬師台1-3-5

○

0812810208

医療法人 吉田茂耳鼻咽喉科

吉田茂耳鼻咽喉科

029-834-8200

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉3808-1

○

0830133757

医療法人ＭＳＣＡ

御茶園通り歯科クリニック

029-291-8884

3100851 茨城県水戸市千波町462-6

○

0830133773

医療法人Ｚ－ＯＮＥ

浅野歯科医院

029-224-1500

3100817 茨城県水戸市柳町2-2-20

○

0830133781

木田 雅子

木田歯科

029-221-4029

3100021 茨城県水戸市南町3-2-32

○

0831430327

医療法人よつば会

ひがし歯科医院

0293-24-1182

3180014 茨城県高萩市東本町2-46-4

○

0832230445

新日鐡住金株式会社 鹿島製鐵所

鹿島診療所

0299-84-2934

3140014 茨城県鹿嶋市光3

○

0832430565

医療法人社団ＧＬＡＮＺ

医療法人社団ＧＬＡＮＺ 大津歯科医院

0297-45-2366

3020118 茨城県守谷市立沢1163-37

○

0832930481

医療法人社団 善仁会

小山記念病院付属しまぶくろデンタルクリニッ
ク

0299-90-0118

3140142 茨城県神栖市深芝南3-21-1

○

0840241863

株式会社 イニット

ふたば薬局

0294-33-8035

3170062 茨城県日立市平和町1-6-1

○

0840241871

株式会社 くすりのマルト

株式会社くすりのマルト調剤薬局 鮎川店

0249-25-7080

3160036 茨城県日立市鮎川町3-1-1

○

0841240369

有限会社大畠薬局

有限会社大畠薬局

0294-72-0591

3130013 茨城県常陸太田市山下町1718

○

0841640550

株式会社アインファーマシーズ

今川薬局 友部旭町店

0296-71-2105

3091717 茨城県笠間市旭町653-8

○

0842042020

株式会社 アイセイ薬局

アイセイ薬局 みどりの店

029-839-0116

3050875

0811210384

医療法人社団 茨腎会

太田ネフロクリニック

0294-80-5031

3130043 茨城県常陸太田市谷河原町1-1660

○

0812610426

谷 大輔

たに内科クリニック

029-229-0721

3192105 茨城県那珂市古徳397-1

○

0817410293

医療法人 宏仁会おみたまクリニック

おみたまクリニック

0299-46-7800

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2663-61

○

0830231833

医療法人社団 弘洋会

島田歯科医院大みか診療所

0294-53-0841

3191221 茨城県日立市大みか町3-22-1

○

0832430573

岩元 健剛

岩元歯科クリニック守谷

0297-44-9626

3020115 茨城県守谷市中央4-12-8Premier M102

○

0833430325

須藤 敦夫

堀江歯科医院

0295-72-0316

3193526 茨城県久慈郡大子町大子650

○

0840143374

株式会社コスモファーマ東京

コスモファーマ薬局 堀町店

029-353-8716

3100903 茨城県水戸市堀町1122-16

○

0840241889

株式会社 日本薬局

茨城調剤薬局 十王店

0294-20-6866

3191301 茨城県日立市十王町伊師3448-1

○

0840640825

有限会社さくら薬局

大町薬局

0296-48-9948

3080021 茨城県筑西市甲96-1

○

0842141228

有限会社 ジークゼネラル

アクア薬局 馬渡店

029-229-0667

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3295-2

○

0842540163

株式会社ゆのき

つるばみ薬局

0295-55-8028

3192265 茨城県常陸大宮市中富町3104-13

○

0810212159

医療法人 小泉チルドレンズクリニック

医療法人 小泉チルドレンズクリニック

0294-35-8212

3160036 茨城県日立市鮎川町3-1-21

○

茨城県龍ケ崎市大徳町1298-3大徳ﾍﾙｼｰﾋﾞﾙ
1F

茨城県つくば市みどりのA76街区7画地みどり
のﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1F

茨城県つくば市花島新田5-11（みどりのA－
76街区7画地）

○

○

○

0810212167

新島 光起

新島スカイクリニック

0294-33-5511

3160036 茨城県日立市鮎川町3-1-21

○

0830132619

鈴木 慶洋

ユービ歯科

029-247-8241

3100841 茨城県水戸市酒門町4628-2

○

0830133799

安藤 智也

安藤歯科医院

029-246-1544

3100842 茨城県水戸市けやき台1-23-15

○

0830332136

上野 正博

上野歯科医院

029-821-0885

3000043 茨城県土浦市中央1-14-24

○

0810411561

医療法人櫻樹会

第３さくらい医院

0280-30-0022

3060012 茨城県古河市旭町1-2-17ｲｵﾝ古河店1F

○

0812012870

医療法人 明仁クリニック

こだま在宅クリニック

029-896-3760

3003257

0830133807

医療法人社団 高輪会

医療法人社団高輪会 オレンジ歯科

029-291-6482

3114151 茨城県水戸市姫子1-820-6ｳﾞｨﾗ･ｴｽﾎﾟﾜｰﾙⅠ

○

0830631198

中島 一憲

関口歯科医院

0296-22-2043

3080051 茨城県筑西市岡芹1076-21

○

0831830500

ホスピタル坂東

ホスピタル坂東

0297-44-2000

3060515 茨城県坂東市沓掛411

○

0840441307

株式会社クリエイトエス・ディー

クリエイト薬局古河下辺見店

0280-30-1356

3060235 茨城県古河市下辺見2226-2

○

0875200495

坂本医院歯科 坂本 かづよ

坂本医院歯科

0299-92-5835

3140146 茨城県神栖市平泉2517

○

0810312256

齊藤 由美子

ゆみこ内科クリニック

029-821-1180

3000048 茨城県土浦市田中3-4-41

○

0811711332

医療福祉生活協同組合いばらき

あおぞら診療所

0297-72-6137

3020024 茨城県取手市新町3-13-11

○

0813111168

園尾 純一郎

大洗そのお眼科

029-229-0860

3111307 茨城県東茨城郡大洗町桜道

○

0832030555

松隈 則子

まつくま歯科医院

029-866-0071

3004353 茨城県つくば市沼田968-1

○

0840341549

株式会社キュアプラス

たなか薬局

029-896-3347

3000048 茨城県土浦市田中3丁目1762-2

○

0840441315

株式会社オリーブ

オリーブ薬局

0280-23-5673

3060101 茨城県古河市尾崎3820-8

○

0842042046

イオンリテール株式会社

イオン薬局つくばウエストコート店

029-839-1360

3050071

0842042053

イオンリテール株式会社

イオン薬局つくば店

029-839-1360

3050071 茨城県つくば市稲岡66-1イオンつくば店1F

○

0810114892

本多 捷郎

本多眼科医院

029-221-2839

3100022 茨城県水戸市梅香2-2-46

○

0810312264

医療法人 虹嶺会

土浦ベリルクリニック

029-835-3002

3000062 茨城県土浦市都和4-4022-2

○

0810312272

医療法人社団 竜昇会

医療法人社団竜昇会 土浦西アイクリニック

029-826-8810

3000811 茨城県土浦市上高津367ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦2F

○

0810411579

齊藤 明

斉藤皮膚科医院

0280-22-1486

3060022 茨城県古河市横山町3-4-1

○

0810710715

常松 定夫

結城クリニック

0296-32-3639

3070001 茨城県結城市結城633-1

○

0811110634

江藤 一仁

水海道クリニック

0297-22-3112

3030031 茨城県常総市水海道山田町4555

○

0811610591

医療法人 TCC

友部セントラルクリニック

0296-73-4110

3091703 茨城県笠間市鯉淵6679-11

○

0811911015

医療法人社団 啓聖会

医療法人社団 啓聖会 鳥越クリニック

029-874-3511

3001214 茨城県牛久市女化町223-5

○

0812012904

医療法人 櫻坂

坂根Mクリニック

029-836-6612

3050056 茨城県つくば市松野木162-7

○

0812012912

金井 幸代

いなおかクリニック

029-896-6201

3050071 茨城県つくば市稲岡66-1ｲｵﾝﾓｰﾙつくば1階

○

0812012920

医療法人社団ひまわりの会

あおきこどもクリニック

029-886-3315

3050817 茨城県つくば市研究学園4-4-11

○

0812111524

医療法人 すこやか

ひたちなか母と子の病院

029-273-2888

3120056 茨城県ひたちなか市青葉町19-7

○

0812111532

田崎 太郎

田崎外科医院

029-272-5524

3120033 茨城県ひたちなか市市毛520-2

○

0812410678

医療法人社団 弘明会

さとうクリニック第二診療所

0297-44-6840

3020112 茨城県守谷市同地191-4

○

0812510337

佐藤 理行

さとう整形外科クリニック

0295-55-8211

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3090-4

○

0812910446

浅見 祐子

東部地区共同診療所

0299-96-3894

3140102 茨城県神栖市東和田7911

○

0812910479

医療法人かしまなだ診療所

鹿島灘診療所

0299-96-5111

3140112 茨城県神栖市知手中央3-4-21

○

0813111176

医療法人さくらみちクリニック

さくらみちクリニック

029-266-3001

3111307 茨城県東茨城郡大洗町桜道253

○

0813811171

学校法人 東京醫科大学

東京医科大学茨城医療センター

029-887-8870

3000395 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1

○

0813811197

医療法人 裕友会

医療法人裕友会 はたかわ医院

029-885-2358

3000413 茨城県稲敷郡美浦村大谷1637-1

○

0830231858

皆川 竜身

たつみ歯科往診クリニック

0294-21-2866

3170063 茨城県日立市若葉町1-14-15

○

0830231866

小泉 望

小泉矯正歯科

0294-36-2010

3160036 茨城県日立市鮎川町3-1-21-2F

○

茨城県つくば市筑穂2-7-1ﾎﾞﾇｰﾙ･ﾘｭﾐｴｰﾙI101

茨城県つくば市稲岡66-1イオンモールつくば
1F

○

○

0830231874

医療法人社団 春風会

立原歯科医院

029-855-0418

3170077 茨城県日立市城南町3-1-33

○

0830530838

小野寺 武彦

坂井歯科医院

0299-44-0112

3150116 茨城県石岡市柿岡3253-1

○

0831930938

医療法人社団 泰心会

やまだ歯科医院

029-872-8868

3001232 茨城県牛久市上柏田1-16-11

○

0832032080

鴻巣 光正

つくばイオン歯科

029-896-6100

3050071

0832032098

今井 照雄

つくばホワイト歯科

029-851-4182

3050822 茨城県つくば市苅間1885-1

0832032106

医療法人社団スカンジナビアオルソケアー

医療法人社団スカンジナビアオルソケアー つ
くば毛利矯正歯科

029-855-0418

3050032

0832430581

阿部 吉晴

あべ歯科クリニック

0297-44-8733

3020122 茨城県守谷市小山336-9

○

0832930499

中島 誠吾

あさひ歯科

0299-77-8877

3140143 茨城県神栖市神栖1-3-8

○

0837330208

益子 正範

ひかり歯科医院

0297-44-5800

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-687-5

○

0837330216

岡本 善治

岡本歯科医院

0297-44-8733

3002422 茨城県つくばみらい市古川322-1

○

0840143382

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 水戸新原店

029-257-9128

3100045 茨城県水戸市新原1-17-4

○

0840143390

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 水戸百合が丘店

029-240-1238

3111134 茨城県水戸市百合が丘町8-3

○

0840143408

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 水戸千波店

029-305-6398

3100851 茨城県水戸市千波町北葉山1763-1

○

0840143416

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 水戸御茶園通り店

029-305-5428

3100851 茨城県水戸市千波町277-6

○

0840143424

ファーマシー中山株式会社

ファーマシー中山城東薬局

029-300-2177

3100012 茨城県水戸市城東1-10-1

○

0840143432

株式会社 アイセイ薬局

アイセイ薬局 御茶園店

029-305-7505

3100851 茨城県水戸市千波町223-4

○

0840241897

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 日立大みか店

0294-27-1228

3191221 茨城県日立市大みか町3-23-7

○

0840341564

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 土浦神立店

029-830-2318

3000011 茨城県土浦市神立中央2-2-45

○

0840341572

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 土浦さん・あぴお店

029-829-3128

3004111 茨城県土浦市大畑1611

○

0840341580

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 土浦新田中店

029-825-7438

3000048 茨城県土浦市田中2-10-35

○

0840341598

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 土浦高津店

029-825-5028

3000812 茨城県土浦市下高津3-7-46

○

0840341606

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 桜ヶ丘店

029-822-5614

3000832 茨城県土浦市桜ケ丘町28-46

○

0840341614

株式会社 千葉薬局

ヤックスドラッグ荒川沖薬局

029-896-8063

3000871 茨城県土浦市荒川沖東2-104-23

○

0840441323

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 古河鴻巣店

0280-47-0488

3060041 茨城県古河市鴻巣956-1

○

0840640833

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 下館二木成店

0296-021-7558

3080841 茨城県筑西市二木成943

○

0840640841

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 筑西協和店

0296-21-7558

3091106 茨城県筑西市新治1996-26

○

0840840672

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 龍ヶ崎長山店

0297-60-8268

3010042 茨城県龍ケ崎市長山3-2-1

○

0841040363

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 下妻新千代川店

0296-30-7018

3040812 茨城県下妻市田下593

○

0841140494

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 常総石下店

0297-42-4138

3002706 茨城県常総市新石下3930-1

○

0841140502

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 常総向石下店

0297-30-8258

3002742 茨城県常総市向石下857-2

○

0841140510

茨城薬樹株式会社

あおば薬局水海道

0297-30-6002

3030023 茨城県常総市水海道宝町2835-5

○

0841440506

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 高萩安良川店

0293-20-4138

3180021 茨城県高萩市安良川214-1

○

0841540438

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 北茨城磯原店

0293-30-0818

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原3-20

○

0841540446

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 北茨城中郷店

0293-30-6068

3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井1586

○

0841640592

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 笠間東店

0296-70-0118

3091611 茨城県笠間市笠間99-7

○

0841640600

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 新友部店

0296-70-9568

3091705 茨城県笠間市東平3-1-7

○

0841640618

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 友部旭町店

0296-70-9078

3091717 茨城県笠間市旭町488-1

○

0841640626

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 笠間南店

0296-70-0086

3091613 茨城県笠間市石井2104

○

0841740921

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 取手新戸頭店

0297-71-8638

3020034 茨城県取手市戸頭9-21-23

○

0841740939

株式会社 ガティータ

ひだまり薬局

0297-84-1430

3020024 茨城県取手市新町3-12-5

○

0841940562

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 牛久神谷店

029-830-7228

3001216 茨城県牛久市神谷5-1-1

○

茨城県つくば市稲岡66-1イオンモールつくば
内

茨城県つくば市竹園2-7-8グランシャリオ竹
園102

○
○
○

0841940570

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 牛久猪子店

029-878-4688

3001231 茨城県牛久市猪子町995-18

○

0842042061

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくば桜店

029-850-6258

3050003 茨城県つくば市桜2-51-2

○

0842042079

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくば北条店

029-850-7638

3004231 茨城県つくば市北条5209-5

○

0842042087

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくば大穂店

029-877-0478

3003257 茨城県つくば市筑穂1-12-5

○

0842042095

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくば豊里店

029-848-2188

3002648 茨城県つくば市豊里の杜2-1-1

○

0842042103

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 学園中央店

029-849-3718

3050033 茨城県つくば市東新井25-2

○

0842042111

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくば春日店

029-854-0968

3050821 茨城県つくば市春日3-11-7

○

0842042129

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくば大曽根店

029-877-0318

3003253 茨城県つくば市大曽根3653-1

○

0842042137

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくば東店

029-863-2358

3050046 茨城県つくば市東2-9-1

○

0842042145

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくば研究学園店

029-848-5028

3050822

茨城県つくば市苅間1628 研究学園E14街区
5

○

0842042152

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくば万博記念公園店

029-848-2668

3002655

茨城県つくば市島名福田坪土地区画整理地
B48街区

○

0842042160

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくば学園二の宮店

029-850-3028

3050051 茨城県つくば市二の宮3-15-10

○

0842042178

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくば学園並木店

029-850-3288

3050044 茨城県つくば市並木3-15-1

○

0842042186

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくば吉沼店

029-865-4005

3002617 茨城県つくば市吉沼1209-4

○

0842042194

株式会社 南山堂

南山堂竹園薬局

029-886-4630

3050032 茨城県つくば市竹園2-8-19

○

0842042202

有限会社 正企

さくらい薬局 つくば春日店

029-863-3000

3050821 茨城県つくば市春日3-12-1

○

0842141236

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 ひたちなか佐和店

029-270-3458

3120062 茨城県ひたちなか市高場470

○

0842141244

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 ひたちなか田彦店

029-353-5258

3120063 茨城県ひたちなか市田彦1003-5

○

0842141251

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 ひたちなか松戸町店

029-354-0128

3120016 茨城県ひたちなか市松戸町3-1-13

○

0842141269

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 ひたちなか馬渡向野店

029-353-5088

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡2911-18

○

0842240517

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 鹿嶋プラザ店

0299-90-7738

3140031 茨城県鹿嶋市宮中289-1

○

0842540171

株式会社アインファーマシーズ

アイン薬局 常陸大宮店

0295-55-8870

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3090-1

○

0842640401

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 那珂竹ノ内店

029-270-8258

3110110 茨城県那珂市竹ノ内3-7-3

○

0842640419

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 那珂瓜連店

029-296-9228

3192102 茨城県那珂市瓜連748-3

○

0842640427

有限会社 メリーコーポレーション

きらきら薬局

029-352-1801

3110103 茨城県那珂市横堀1291-30

○

0842840092

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 かすみがうら大和田店

029-833-5328

3000124 茨城県かすみがうら市大和田592-45

○

0842940603

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 神栖掘割店

0299-90-1368

3140135 茨城県神栖市堀割3-4-3

○

0842940629

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 神栖矢田部店

0479-40-5615

3140341 茨城県神栖市矢田部7803-51

○

0842940637

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 神栖中央店

0299-93-5083

3140143 茨城県神栖市神栖1-5-6

○

0842940652

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 神栖平泉店

0299-90-0868

3140146 茨城県神栖市平泉1-4

○

0842940660

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 神栖若松店

0479-40-1618

3140256 茨城県神栖市若松中央2-10

○

0842940678

株式会社 エビス薬局

エビス薬局 神栖店

0299-90-1703

3140144 茨城県神栖市大野原5-3-68

○

0843040148

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 行方麻生店

0299-80-6058

3113832 茨城県行方市麻生3289-46

○

0843040155

有限会社水戸メディカル企画

きたうら薬局

0291-32-8331

3111704 茨城県行方市山田1146-7

○

0843340589

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 東海舟石川店

029-306-5008

3191116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西2-9-12

○

0843840794

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 阿見荒川沖店

029-843-7038

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野1-19-2

○

0843840802

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 阿見岡崎店

029-891-3288

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎3-8-1

○

0843840810

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 阿見荒川本郷店

029-830-5118

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷3-3-1

○

0843840828

有限会社 さくらファーマシー

さくら薬局

029-891-5446

3000413 茨城県稲敷郡美浦村大谷1638-1

○

0847140316

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 真壁飯塚店

0296-23-8628

3004417 茨城県桜川市真壁町飯塚998

○

0847140324

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 岩瀬富士見台店

0296-70-8028

3091212 茨城県桜川市富士見台1-20

○

0847340163

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 つくばみらい伊奈店

0297-47-7788

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田1332

○

0847340171

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 みらい平駅前店

0297-20-7118

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台1-14-1

○

0847440195

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 小美玉小川店

0299-37-0148

3113423 茨城県小美玉市小川1337

○

0847440203

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 小美玉美野里店

0299-28-7638

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2908-3

○

0810114900

医療法人社団 道心会

いちょう坂クリニック

029-306-7251

3100011

0810411587

靏見 有史

靏見脳神経外科

0280-23-1211

3060128 茨城県古河市上片田813

○

0812012938

鯨井 正規

青空ホームクリニック

029-875-4804

3050047 茨城県つくば市千現1-23-8-5

○

0812111540

医療法人しんあい会

ひたちなか眼科

029-229-0530

3120005

0812111557

植田 孔明

ひたちなか海浜クリニック

029-219-5955

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡3006-1

○

0812410686

小林 英昭

小林医院

0297-48-0076

3020109 茨城県守谷市本町633

○

0817310261

有馬 礼人

ありま皮膚科クリニック

0297-38-6116

3002359

0830332144

医療法人社団 秀悠会

ルークス歯科口腔外科クリニック

029-821-0742

3000037 茨城県土浦市桜町3-1-3

○

0831630561

梅里 朋大

うめさと歯科クリニック

0299-56-6280

3190202 茨城県笠間市下郷4468-2-5

○

0831930946

宮内 幸一郎

トーポ歯科医院

029-886-8115

3001207 茨城県牛久市ひたち野東2-20-13

○

0832730253

医療法人 真英会

パルナ歯科クリニック

0299-78-2811

3000726 茨城県稲敷市西代1495

○

0833131287

長谷川 弘道

はせがわ歯科医院

029-292-9090

3113107 茨城県東茨城郡茨城町小鶴12-5

○

0840143440

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 水戸堀町店

029-309-1059

3100903 茨城県水戸市堀町878-3

○

0840740450

株式会社カワチ薬品

カワチ薬局 結城南店

0296-21-2260

3070001 茨城県結城市結城

○

0841840366

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 坂東岩井本町店

0297-36-7906

3060631 茨城県坂東市岩井2746

○

0842042210

コストコホールセールジャパン株式会社

コストコホールセール筑波倉庫店薬局

029-850-5604

3050814 茨城県つくば市西平塚503-2

○

0842141277

株式会社 クオン

すまいる薬局ひたちなか店

029-219-6673

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡2997-15

○

0842240525

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局鹿嶋緑ヶ丘店

0299-85-0331

3140039 茨城県鹿嶋市緑ヶ丘4-6-7

○

0843140807

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 大洗磯浜店

029-264-5720

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3465-1

○

0843440124

有限会社ビッグママ

ビッグママあこ薬局

0295-72-5569

3193551 茨城県久慈郡大子町池田2676-16

○

0847340189

有限会社メディカルボックス

ひよこ調剤薬局

0297-38-6898

3002359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘681-4

○

0847340197

株式会社 千葉薬品

ヤックスドラッグつくばみらい平薬局

0297-38-6127

3002300

0813811205

春日 哲也

南平台メディカルクリニック

029-888-0888

3000312 茨城県稲敷郡阿見町南平台1－2213－2

○

0830132296

薄井 稔

ウスイ歯科クリニック

029-248-7164

3100836 茨城県水戸市元吉田町1816－5

○

0832032114

船久保 立

桜南歯科クリニック

029-852-3611

3050043 茨城県つくば市大角豆737－6

○

0840142186

株式会社 セントフォローカンパニー

ＳＦＣ薬局 百合が丘店

029-304-1566

3111134 茨城県水戸市百合が丘町8－5

○

0840341622

株式会社 南山堂

南山堂薬局

029-835-0733

3000065 茨城県土浦市常名3968－8

○

0840540595

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 石岡東光台店

0299-28-5075

3150033 茨城県石岡市東光台4－11－22

○

0841740947

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 取手新町店

0297-77-7718

3020024 茨城県取手市新町3－9－41

○

0842141285

有限会社ウェルフェア

ミナト薬局

029-262-4564

3111221 茨城県ひたちなか市湊本町5－6

○

0843840836

株式会社キュアプラス

なんぺいだい薬局

029-896-6731

3000312 茨城県稲敷郡阿見町南平台1－32－3

○

0847140340

クオール株式会社

クオールつくばね薬局

0296-75-6585

3091211 茨城県桜川市岩瀬42－2

○

0870104726

社会福祉法人北養会

訪問看護ステーションくるみ館

029-257-1182

3114153 茨城県水戸市河和田町3335-1

○

0812012946

藤本 美津夫

つくばフジクリニック

029-875-9983

3050047

0812410694

医療法人 宗庵

永瀬内科

0297-48-2000

3020108 茨城県守谷市松並庚塚1580-1

○

0840143465

株式会社ﾌｧｰｽﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ

フルール薬局

029-291-3350

3100055 茨城県水戸市袴塚3-3-30

○

0841640634

有限会社

花梨薬局岩間店

0299-37-8110

3190207 茨城県笠間市福島465-3

○

花梨薬局

土浦北店

茨城県水戸市三の丸1-4-73水戸三井ビル
ディング1階

茨城県ひたちなか市新光町35ニューポートひ
たちなかﾌｧｯｼｮﾝｸﾙｰｽﾞ1階

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目681街
区4区画地

茨城県つくばみらい市伊奈・谷和原丘陵部地
区土地区画整理630街区1

茨城県つくば市千現1-23-18ウイングパーク
千現102

○

○

○

○

○

0841940588

株式会社フナクラファーマシー

ひたち野薬局

029-841-4847

3001201 茨城県牛久市東猯穴町1275-5

○

0841940596

株式会社フナクラファーマシー

ひたち野薬局 東店

029-870-5551

3001207 茨城県牛久市ひたち野東1-14-2

○

0810114918

医療法人たむら小児科クリニック

ＴＯＭＯこどもクリニック

029-291-3810

3100912

茨城県水戸市見川2－108-26アーバンテラス
一周館Ａ棟2階の201－2

○

0810114926

宮尾 佳子

水戸ホームクリニック

029-239-3350

3100064

茨城県水戸市栄町1-10-10レスカールマン
ション107・108

○

0810114934

医療法人 誠潤会

医療法人誠潤会水戸病院

02-353-7077

3100055 茨城県水戸市袴塚3-2787-9

○

0810212175

医療法人 修礼会

おあしす内科リウマチ科クリニック

0294-33-8255

3160015 茨城県日立市金沢町3-17-15

○

0810511014

医療法人 幕内会

山王台病院付属第一クリニック

0299-27-0860

3150037 茨城県石岡市東石岡5-1-29

○

0810511022

医療法人 幕内会

山王台病院付属第二クリニック

0299-27-0870

3150037 茨城県石岡市東石岡5-1-29

○

0812210565

医療法人社団葉山産婦人科

葉山産婦人科

0299-83-1515

3140031 茨城県鹿嶋市宮中1995-25

○

0812910487

医療法人雄仁会

五郎台ファミリークリニック

0299-92-6661

3140142 茨城県神栖市深芝南2-11-12

○

0830133815

飯森 典子

みずき歯科医院

029-252-4158

3114153 茨城県水戸市河和田町1152-3

○

0831030473

医療法人社団 正歯会

すまいる歯科クリニック

0296-54-4470

3040028 茨城県下妻市下木戸72-3

○

0831630579

医療法人 TOMOBE

友部歯科診療所

0296-77-8841

3091704 茨城県笠間市美原2-8-27

○

0832530240

箕輪 達也

みのわ歯科

0295-55-8718

3192255 茨城県常陸大宮市野中町3275-21

○

0832630321

小豆畑 拓夫

小豆畑歯科

029-219-8035

3110105 茨城県那珂市菅谷千本杉605-32

○

0840143473

株式会社コンフィアンス

あかり薬局

029-291-3677

3100912

0840143481

株式会社 エヌティーエム

茨城中央調剤薬局

029-291-5118

3100853 茨城県水戸市平須町1-416

○

0840143507

株式会社 つくし薬局

つくし薬局 水戸住吉店

029-291-7818

3100844 茨城県水戸市住吉町301-2

○

0840341630

有限会社 メディカルボックス

げんき調剤薬局さくら店

029-879-8356

3000037 茨城県土浦市桜町3-3116-23

○

0841540453

総合メディカル株式会社

そうごう薬局 北茨城店

0293-46-4953

3191702 茨城県北茨城市大津町2521-2

○

0842141293

株式会社コヤマ薬局

コヤマ薬局津田店

029-219-7882

3120032 茨城県ひたちなか市津田2950-3

○

0842940686

松原 淑子

南山堂薬局

0299-77-5181

3140112 茨城県神栖市知手中央3-3-2

○

0847240140

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 鉾田中根店

0291-34-2328

3111517 茨城県鉾田市鉾田1259-3

○

0847240157

株式会社いしづ

株式会社いしづ 石津薬局 汲上店

0291-39-3678

3112103 茨城県鉾田市汲上3119-1

○

0812510345

医療法人エヌ・ティークリニック

エヌ・ティークリニック

0295-55-8865

3192265 茨城県常陸大宮市中富町3104-14

○

0831731211

森 陽一

森歯科医院

0297-72-2733

3020005 茨城県取手市東6-76-16-1階

○

0840341648

有限会社ワイツファーマ

ポプリ薬局中央店

029-896-6872

3000043 茨城県土浦市中央2-14-5

○

0841240377

株式会社ツルハ

調剤薬局ツルハドラッグ 常陸太田店

0294-80-5268

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町1727-1

○

0842042228

有限会社Libra

はるかぜ薬局 つくば店

029-875-3084

3004251 茨城県つくば市田水山974-2

○

0847240165

株式会社 千葉薬局

ヤックスドラッグ鉾田薬局

0291-32-9012

3112103 茨城県鉾田市汲上1160-1

○

0860190255

有限会社ユージン

あさがお訪問看護リハビリステーション みと

029-239-3520

3100842 茨城県水戸市けやき台2-6-2

○

0810114942

医療法人MIRYU

脳神経外科山田醫院

029-297-3101

3100902 茨城県水戸市渡里町2689-1

○

0810212183

嶋﨑 陽一

日立厚生医院

0294-34-1241

3160036 茨城県日立市鮎川町5-9-9

○

0810312280

額賀 早智子

額賀医院

029-821-5748

3000813 茨城県土浦市富士崎1-7-25

○

0810411595

医療法人社団裕康会

こだま皮膚科

0280-30-1113

3060003 茨城県古河市緑町54-33

○

0810811018

芳賀 貴章

ひかりの森内科クリニック

0297-85-5601

3010021 茨城県龍ケ崎市北方町2084-1

○

0811810431

安達 是昭

安達医院

0297-38-2811

3060624 茨城県坂東市矢作72

○

0812012961

医療法人しんあい会

稲岡眼科

029-896-6216

3050071

0812012979

医療法人 竹園ファミリークリニック

医療法人 竹園ファミリークリニック

029-851-4635

3050032 茨城県つくば市竹園2-8-19

○

0812012987

清宮 民彦

清宮眼科

029-886-4930

3050034 茨城県つくば市小野崎400-1

○

0814410601

社会福祉法人 河内厚生会

もえぎ野台よつば診療所

0297-85-5581

3001606 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台1-1-8

○

知手店

茨城県水戸市見川2-108-26アーバンテラス
一周館 Ａ201-4

茨城県つくば市稲岡66-1イオンモールつくば
1階

○

○

0840640858

宮田 宏子

宮田薬局

0296-28-2597

3080854 茨城県筑西市女方215-1

○

0840740468

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 結城富士見店

0296-34-6518

3070001 茨城県結城市結城10609-1

○

0840840680

有限会社むぎのほ薬局

むぎのほ薬局 竜ケ崎南店

0297-85-4088

3010021 茨城県龍ケ崎市北方町2067-3

○

0841940604

ファーマライズプラス株式会社

ファーマライズ薬局 西友ひたち野うしく店

029-872-0882

3001207

0842940694

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 神栖知手中央店

0299-95-0157

3140112 茨城県神栖市知手中央6-6-19

○

0843840844

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 阿見若栗店

029-891-1320

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗1339-6

○

0847140357

ウエルシア関東 株式会社

ウエルシア薬局 岩瀬御領店

0296-75-8060

3091215 茨城県桜川市御領1-23

○

0810611566

大森 斉

おおもり幸町クリニック

0296-28-1120

3080847 茨城県筑西市玉戸1270-95

○

0812410702

海老原 一欽

海老原耳鼻咽喉科医院

0297-48-8831

3020104 茨城県守谷市久保ケ丘2-17-2

○

0832032122

須藤 玲美

すとう歯科医院

029-861-7750

3050044 茨城県つくば市並木4-16-3

○

0832830210

二藤 浩一

にとう歯科医院

029-898-3718

3000134 茨城県かすみがうら市深谷2813-4

○

0837430222

医療法人社団 ふたば歯科

医療法人社団 ふたば歯科

0299-26-4618

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ2463-15

○

0840143515

株式会社ファーマみらい

アゼリア調剤薬局 浜田店

029-227-8970

3100812 茨城県水戸市浜田2-11-43

○

0840143523

株式会社ファーマみらい

すずらん薬局 赤塚店

029-309-6780

3114141 茨城県水戸市赤塚1-16

○

0840143531

株式会社ファーマみらい

しんはら薬局

029-257-7331

3100045 茨城県水戸市新原2-1-21

○

0840143549

株式会社ファーマみらい

みどり薬局 水戸店

029-257-7762

3114146 茨城県水戸市中丸町610-7

○

0840143556

株式会社ファーマみらい

茨大前薬局

029-239-3373

3100055 茨城県水戸市袴塚3-6-26山野ビル1F

○

0840241913

株式会社クオン

すまいる薬局 日立店

0294-33-9521

3160036 茨城県日立市鮎川町2-7-3

○

0840441331

株式会社ファーマみらい

アゼリア薬局 古河店

0280-31-6710

3060013 茨城県古河市東本町4-1-11

○

0840441349

株式会社ファーマみらい

ヒロ薬局 古河店

0280-30-4870

3060236 茨城県古河市大堤381

○

0840441356

株式会社ファーマみらい

ハートフル薬局 古河店

0280-30-1012

3060003 茨城県古河市緑町2376-11

○

0840441364

株式会社ファーマみらい

わかば薬局

0280-97-2003

3060232 茨城県古河市東牛谷627－3

○

0840441372

株式会社ハローコーポレーション

ハロー薬局

0280-22-2818

3060032 茨城県古河市大手町11-22

○

0840540603

有限会社 花梨薬局

花梨薬局石岡店

0299-23-5025

3150001 茨城県石岡市石岡2158-1

○

0840640866

株式会社ファーマプラス

友愛薬局 下館店

0296-21-0280

3080005 茨城県筑西市中舘83-1、83-2，84-1

○

0841640642

株式会社ファーマみらい

グリーン薬局 友部店

0296-70-9115

3091703 茨城県笠間市鯉淵6526－82

○

0841740954

株式会社ファーマみらい

みどり薬局 藤代店

0297-70-8050

3001537 茨城県取手市毛有371－3

○

0841740962

株式会社ファーマみらい

みどり薬局 取手店

0297-70-6560

3020026 茨城県取手市稲833

○

0841740970

株式会社ファーマみらい

ゆめみ野薬局

0297-84-6187

3020032 茨城県取手市野々井761

○

0841840374

株式会社ファーマみらい

そよ風薬局 岩井店

0297-47-5371

3060632 茨城県岩井市辺田307－7

○

0841940612

株式会社グリーンゲイブルスファーマシー

調剤薬局グリーンゲイブルス ひたち野本店

029-875-9202

3001206 茨城県牛久市ひたち野西4-15-12

○

0842042244

株式会社カワチ薬品

カワチ薬局 つくば研究学園店

029-848-5177

3050817 茨城県つくば市研究学園3-1-3

○

0842042269

株式会社ファーマみらい

みどり薬局 つくば店

029-860-3700

3050814 茨城県つくば市西平塚317-1

○

0842042277

有限会社千葉メディカルサプライ

マリオン薬局みどりの店

029-839-0671

3050881 茨城県つくば市みどりのA30-14

○

0842042301

日本調剤株式会社

日本調剤つくば西大通り薬局

029-877-0333

3002622 茨城県つくば市要1069-5

○

0842042319

日本調剤株式会社

日本調剤つくば西大通り東薬局

029-877-0333

3002622 茨城県つくば市要6-2

○

0842141301

株式会社ファーマみらい

みどり薬局

029-270-0430

3120055 茨城県ひたちなか市大成町31-30

○

0842640435

株式会社ファーマみらい

ことく薬局

029-229-0306

3192105 茨城県那珂市古徳397-12

○

0843040163

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 行方玉造店

0299-36-2250

3113512 茨城県行方市玉造甲659-2

○

0843140815

株式会社ファーマみらい

アゼリア調剤薬局常北店

029-288-6105

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1376-5

○

0847440229

株式会社ファーマみらい

みどり薬局 小川店

0299-37-0282

3113422 茨城県小美玉市中延659-2

○

茨城県牛久市ひたち野東1－23－1西友ひた
ち野うしく店1階

○

0810114959

医療法人社団 ひまわり会

医療法人社団 ひまわり会 あかつか慶友メ
ディカルクリニック

029-257-2205

3114153 茨城県水戸市河和田町4777－1

○

0810611574

長倉 成憲

長倉内科・外科クリニック

0296-54-5551

3080847 茨城県筑西市玉戸1270－207

○

0812910495

医療法人社団神幸会

ひかりクリニック

0479-48-5681

3140341 茨城県神栖市矢田部7801-31

○

0817210180

医療法人 昴仁会

ハタミクリニック

0291-33-3158

3111517 茨城県鉾田市鉾田1347-1

○

0830431268

仙波 満江

関口歯科医院

0280-32-0523

3060013 茨城県古河市東本町1-10-4

○

0830631206

樋口 猛久

ひぐち歯科クリニック

0296-37-7777

3080116 茨城県筑西市板橋520-67

○

0830730503

横山 研一

よこやま歯科クリニック

0296-54-6644

3070001 茨城県結城市結城8438

○

0840640874

株式会社マイドラッグ

エンゼル薬局

0296-20-0123

3080845 茨城県下館市西方1685-10

○

0841740988

関根 英市

ハロー薬局

0297-73-6271

3020023 茨城県取手市白山1-2-21 1階

○

0842042285

株式会社 南山堂

ドライブスルー 南山堂薬局つくば本店

029-893-2515

3050821 茨城県つくば市春日3－1－1

○

0842042293

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 つくば谷田部店

029-839-0868

3050868 茨城県つくば市台町2－3－10

○

0842042327

有限会社オリエントメディカル

オリエント薬局つくば自由が丘店

029-893-2880

3001266 茨城県つくば市自由ケ丘170-43

○

0842042335

株式会社 セレクト

みどり薬局 大穂店

029-877-3288

3003257 茨城県つくば市筑穂2-4-7

○

0842540189

株式会社アルファーム

アルファーム薬局 大宮店

0295-53-8338

3192261 茨城県常陸大宮市上町362-1

○

0847240173

株式会社なのはな

なのはな薬局

0291034-4123

3111426 茨城県鉾田市樅山576-143

○

0811911023

足立 秀喜

あだち内科クリニック

029-893-2777

3001217 茨城県牛久市さくら台3－61－15

○

0811911031

久保山 修

つくばハートクリニック

029-875-3362

3001221 茨城県牛久市牛久町3290-1

○

0812013001

秋根 泰之

あすなろクリニック

029-828-5839

3002651 茨城県つくば市鬼ケ窪1047-22

○

0812013019

医療法人社団 博陽会

サトウ眼科

029-886-9897

3050817

0812610434

會澤 彰

あいざわ循環器内科クリニック

029-229-1230

3110110 茨城県那珂市竹ノ内2-14-31

○

0813111184

田口 佳代子

ひぬま皮フ科

029-353-8899

3113124 茨城県東茨城郡茨城町中石崎2662-4

○

0830431276

今村 悦子

古賀駅前歯科医院

0280-30-1520

3060023 茨城県古河市本町1－2－1アプリ古河2Ｆ

○

0840143564

松田 幸吉

みつわ薬局

029-239-3105

3114153 茨城県水戸市河和田町4778-5

○

0840143572

株式会社リバーサル

水戸うちはら薬局

029-353-6211

3190394 茨城県水戸市中原町135ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原

○

0840441380

株式会社ファーマみらい

ファーマみらい総和薬局

0280-98-1717

3060202 茨城県古河市稲宮10-11-3

○

0840441398

有限会社メディキュア

オハナ薬局古河店

0280-23-1485

3060033 茨城県古河市中央町2-3-15

○

0840441414

あさひメディカル株式会社

しらゆり薬局

0280-33-6200

3060003 茨城県古河市緑町2371-21

○

0840840698

株式会社 アスロード

くりの木薬局

0297-85-3011

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町2500-28

○

0841940620

アポロメディカルホールディングス株式会社

アイランド薬局 牛久さくら台店

029-878-3356

3001217 茨城県牛久市さくら台3-61-6

○

0842840100

株式会社MあんどK

ハニー薬局

029-893-2292

3000134 茨城県かすみがうら市深谷2817-4

○

0810212191

医療法人社団 耕潤会

医療法人社団耕潤会 在宅クリニックハートフ
ル日立

0294-33-8630

3170072 茨城県日立市弁天町1-1-21皆川ビル1階

○

0811510346

医療法人誠之会

医療法人誠之会 廣橋クリニック

0293-46-5111

3191702 茨城県北茨城市大津町2519

○

0811711340

医療法人社団 聖和会

聖和会取手クリニック

0297-77-1199

3020014 茨城県取手市中央町2-25取手iセンター301

○

0811711357

医療法人健栄会

医療法人健栄会 取手メンタルクリニック

0297-85-3741

3020014

茨城県取手市中央町2-25取手iセンター3階
302

○

0812013027

医療法人成島クリニック

医療法人 成島クリニック

029-839-2170

3050067 茨城県つくば市館野363

○

0830133823

医療法人社団桜実会

医療法人社団桜実会 よし歯科クリニック

029-353-8844

3100912 茨城県水戸市見川3-122-1

○

0831731229

医療法人社団 優勢会

医療法人社団 優勢会 One’ｓ歯科クリニック

0297-85-3718

3020014 茨城県取手市中央町2-25取手iセンター303

○

0832131106

長井 敦

ひたちなかアンデンタルクリニック

029-275-8241

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡2974-2

○

0840143580

クラフト株式会社

健喜堂薬局 河和田店

029-257-8931

3114153 茨城県水戸市河和田町長谷原4405-106

○

0840143598

有限会社 ジークゼネラル

アクア薬局 住吉店

029-291-7653

3100844 茨城県水戸市住吉町44-43

○

0841040371

株式会社ファーマみらい

すばる中央薬局

0296-44-7900

3040056 茨城県下妻市長塚50-1

○

茨城県つくば市研究学園5-19イーアスつくば
メディカルコート

○

0841640659

株式会社 美鈴

みすず薬局 笠間店

0296-72-5355

3091626 茨城県笠間市下市毛263

○

0841740996

株式会社 南山堂

南山堂薬局取手駅前店

0297-84-1591

3020014 茨城県取手市中央町2-25

○

0841741002

株式会社カワチ薬品

倉持薬局 取手店

0297-77-5500

3020024 茨城県取手市新町6-1-25

○

0842042343

株式会社プログレス

ひので薬局つくば店

029-860-6270

3050034 茨城県つくば市小野崎444-2

○

0842042350

株式会社セレクト

薬局セレクト

029-875-7691

3003257

茨城県つくば市筑穂2-9-4UNITE
SOEMO103

○

0842141319

コストコホールセールジャパン株式会社

コストコホールセールひたちなか倉庫店薬局

029-265-1709

3120005 茨城県ひたちなか市新光町41-2

○

0843040171

クラフト株式会社

健喜堂薬局

0299-72-0385

3113832 茨城県行方市麻生1164-4

○

0810114975

医療法人Epsylon

水戸メンタル駅前分院

029-303-1155

3100015 茨城県水戸市宮町1-3-38中村ビル７F

○

0810114983

医療法人三愛会

三愛クリニック

019-259-1717

3190325 茨城県水戸市小林町1186-60

○

0810114991

野寺 博志

野寺内科医院

029-251-3906

3100905 茨城県水戸市石川4-4033-7

○

0810115006

社会福祉法人 愛正会

愛正会記念 茨城福祉医療センター

029-353-7171

3100836 茨城県水戸市元吉田町1872

○

0810212209

医療法人とじま耳鼻咽喉科クリニック

とじま耳鼻咽喉科クリニック

0294-27-3387

3170073

0810312298

大久保 信治

おおくぼ脳脊椎クリニック

029-832-8732

3000061 茨城県土浦市並木5-4079-1

○

0810611608

医療法人三和会

しもだて中央クリニック

0296-22-6868

3080825 茨城県下館市下中山1192-1

○

0810611616

医療法人 慈聖会

平間産婦人科医院

0296-22-3741

3080021 茨城県筑西市甲95-5

○

0811210392

医療法人 大修会

大山病院

0294-72-6161

3130016 茨城県常陸太田市金井町4810

○

0811711365

椎貝 達夫

椎貝クリニック

0297-84-6751

3020014 茨城県取手市中央町2-25取手iセンター3階

○

0811711373

松本 雄二郎

松本眼科

0297-74-5224

3020014

0812013035

医療法人歩隆会

つくば橋本眼科

029-857-8840

3050021 茨城県つくば市古来530-4

0812013043

鈴木 直光

筑波こどものこころクリニック

029-893-3556

3050821

0812111565

医療法人社団 至仁会

医療法人社団 至仁会 山口内科クリニック

029-276-0700

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3379-13

○

0812410710

医療法人社団桐雙会

かねこ整形外科クリニック

0297-34-0115

3020118 茨城県守谷市立沢982-1

○

0812910529

医療法人虹の会

にへいなかよしクリニック

0299-77-8181

3140146 茨城県神栖市平泉1-74

○

0813311131

医療法人久慈こどもクリニック

医療法人 久慈こどもクリニック

029-219-7303

3191116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西2-8-6

○

0814410619

李 景子

早尾台医院

0297-68-8911

3001631 茨城県北相馬郡利根町早尾200-32

○

0830133849

医療法人社団有盛会水戸インプラントクリニックお
水戸インプラントクリニックおおとも歯科
おとも歯科

029-257-2222

3100912 茨城県水戸市見川5-138-59

○

0830231882

加藤 真人

パール歯科クリニック

0294-43-0118

3191411 茨城県日立市川尻町6-44-11

○

0831731237

上原 実

取手歯科クリニック

0297-74-4482

3020024 茨城県取手市新町3-1-21取手新町ビル2階

○

0832032130

医療法人 文目会

Leo歯科クリニック

029-886-8100

3050822 茨城県つくば市苅間418-1

○

0832930507

医療法人 繁実会

荒野歯科医院

0479-44-5128

3140408 茨城県神栖市波崎6980-1

○

0840241921

株式会社アルファーム

三和堂薬局 大みか店

0294-54-1006

3191221 茨城県日立市大みか町4-4-7

○

0810115014

医療法人 弘寿会

医療法人 弘寿会 石島整形外科医院

029-221-4821

3100004 茨城県水戸市青柳町505

○

0810312306

医療法人社団秀成会

あおき内科クリニック

029-825-8181

3000026 茨城県土浦市木田余1646-3

○

0810312314

菊地 正臣

菊地内科医院

029-821-3770

3000812 茨城県土浦市下高津1-19-37

○

0811911049

医療法人社団 ひたちの整形外科

医療法人社団 ひたちの整形外科

029-878-1200

3001207 茨城県牛久市ひたち野東3-2-1

○

0812013050

増田 和也

串田医院

029-847-2355

3002645 茨城県つくば市上郷2783-1

○

0812310274

医療法人社団ゆびきたす

ユビキタスクリニックＨＩＮＯＤＥ

0299-94-8008

3112423 茨城県潮来市日の出4-1-14

○

0830830188

富田 晴美

兼子歯科

0297-64-2517

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3989－1

○

0831630587

菊池 正浩

ふくはら歯科クリニック

0296-73-6479

3091634 茨城県笠間市福原3080-4

○

0831731245

田所 英之

たどころ歯科クリニック

0297-73-3822

3020006 茨城県取手市青柳366-11

○

0832032148

須藤 堅悦

つくばすとう歯科医院

029-854-8020

3050818 茨城県つくば市学園南Ｅ105街区1画地

○

茨城県日立市幸町1-7-7ニュークリニックス
日立4階

茨城県取手市中央町2-25取手iセンタービル
2階

茨城県つくば市春日3-1-1つくばクリニックセ
ンタービル4F

○

○
○
○

0832032155

上野 聡

うえの矯正歯科

029-855-7500

3050024 茨城県つくば市倉掛805-7

○

0840143606

株式会社コスモ･メディカル

アイセイ薬局 水戸南町店

029-222-2871

3100021 茨城県水戸市南町2-3-31

○

0840341655

株式会社セントラル

センター薬局本店

029-893-2621

3000023 茨城県土浦市沖宿町2695-7

○

0840341663

有限会社ワイツファーマ

ポプリ薬局朝日店

029-893-3810

3000037 茨城県土浦市桜町3-6-14

○

0840341671

有限会社ライズ調剤

ライズ調剤薬局土浦北店

029-832-1689

3000061 茨城県土浦市並木5-4076-3

○

0841040389

クラフト株式会社

さくら薬局 しもつま店

0296-30-6599

3040023 茨城県下妻市大串120-15

○

0841640667

有限会社 アネシス

かさま中央薬局

0296-71-2070

3091717 茨城県笠間市旭町旭崎653-1

○

0841940638

シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社

アーバン薬局

029-874-4148

3001214 茨城県牛久市女化町223-6

○

0841940646

株式会社ツカファルマ

つかもと調剤薬局下根店

029-893-3777

3001207 茨城県牛久市ひたち野東3-2-2

○

0842240533

株式会社 ケイ・エス・エス

はまなす薬局 大野店

0299-90-4731

3112215 茨城県鹿嶋市和825-1

○

0842340176

株式会社 ケイ・エム・エス

はまなす薬局 延方店

0299-80-9220

3112412 茨城県潮来市宮前1-8-3

○

0842440463

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 守谷松並店

0297-21-0321

3020131 茨城県守谷市ひがし野4-1-9

○

0842440489

株式会社オズ・インターナショナル

なでしこ薬局

0297-44-5307

3020102 茨城県守谷市松前台1-15-18

○

0842640443

株式会社 日本薬局

七福薬局

029-352-1789

3110110 茨城県那珂市竹ノ内2-14-8

○

0842640450

株式会社 日本薬局

若草薬局

029-352-0771

3110105 茨城県那珂市菅谷663-32

○

0842640468

株式会社 日本薬局

那珂中央薬局

029-352-1123

3110105 茨城県那珂市菅谷5497-1

○

0842940702

株式会社 ケイ・エム・エス

はまなす薬局 五郎台店

0299-95-5611

3140142 茨城県神栖市深芝南2-11-15

○

0810115022

医療法人 Epsylon

水戸メンタルクリニック

029-303-1155

3100022 茨城県水戸市梅香1-2-50

○

0810212217

宮井 尚宏

ひたちの眼科

0294-33-7439

3160013 茨城県日立市千石町2-6-6

○

0810212225

國方 俊雄

くにかた眼科

0294-33-9301

3160015 茨城県日立市金沢町3-19-13

○

0810212233

公益財団法人 日立メディカルセンター

公益財団法人日立メディカルセンター診療所

0294-33-5911

3170073 茨城県日立市幸町1-17-1

○

0814310850

中村 修

中村医院

0280-86-5201

3060417 茨城県猿島郡境町若林2256

○

0831630595

堀田 克幸

東平歯科クリニック

0296-78-4182

3091705 茨城県笠間市東平3-1-12

○

0831731252

坂寄 正美

フォーラム矯正歯科

0297-72-0028

3020004 茨城県取手市取手3-4-8海方ビル3F

○

0837130293

医療法人社団 健翔会

やなぎだ歯科

0296-76-3700

3091221 茨城県桜川市西飯岡539-4

○

0840143614

YMG株式会社

バンビ薬局 梅香店

029-306-9939

3100022 茨城県水戸市梅香1-2-50水戸ビル1F

○

0840341689

関東医療サービス株式会社

山口薬局 中央店

029-306-9939

3000043 茨城県土浦市中央1-12-24

○

0840341697

クラフト株式会社

みどり薬局 土浦西口店

029-824-8642

3000036 茨城県土浦市大和町9-2ｳﾗﾗ2ﾋﾞﾙ2階

○

0840441422

有限会社フレンドシップ

木ノ下薬局 牛谷店

0280-33-7355

3060232 茨城県古河市東牛谷815-3

○

0840441430

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 古河総和店

0280-30-1005

3060235 茨城県古河市下辺見2715

○

0840640882

株式会社なかむら薬局

なかむら薬局

0296-37-6617

3080126 茨城県筑西市関本中94-1

○

0840640890

株式会社なかむら薬局

あにも薬局

0296-54-5701

3080122 茨城県筑西市関本上1412-6

○

0841940653

株式会社カワチ薬品

カワチ薬局 ひたち野牛久店

029-878-2030

3001207 茨城県牛久市ひたち野東5-21-2

○

0842042368

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 つくば研究学園北店

029-848-5650

3002633 茨城県つくば市遠東1223-2

○

0842240541

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 鹿嶋大野店

0299-90-9100

3112215 茨城県鹿嶋市和789-2

○

0843440132

株式会社メディクリン

里仁堂薬局 泉町店

0295-76-8826

3193526 茨城県久慈郡大子町大子820-8

○

0810212241

日立市長 吉成 明

日立市休日緊急診療所

0294-33-5353

3170073 茨城県日立市幸町1-17-1

○

0813811213

市村 卓生

市川ファミリークリニック

029-843-3301

3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-2-1

○

0830132163

関山 洋

関山歯科医院

029-226-3166

3100902 茨城県水戸市渡里町2722-1

○

0840740476

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 結城新福寺店

0296-21-2281

3070053 茨城県結城市新福寺2-21-6

○

0841440514

株式会社なごみ

なごみ薬局 松岡店

0293-24-9028

3180003 茨城県高萩市下手綱653-6

○

0841741010

株式会社葵調剤

ハーブランド薬局

0297-73-8222

3020004 茨城県取手市取手2-10-15取手長谷ビル1F

○

0842240558

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 鹿嶋宮津台店

0299-83-3468

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台151-52

○

0842440497

有限会社コスモ

守谷ふれあい薬局

0297-47-0007

3020102 茨城県守谷市松前台1-15-12

○

0843040189

日本調剤株式会社

日本調剤 なめがた薬局

0291-36-1012

3111715 茨城県行方市小幡1101-40

○

0847440237

株式会社トラスト

調剤薬局アネシス

0299-37-0711

3113435 茨城県小美玉市田木谷935-106

○

0810115030

医療法人社団 成美会

医療法人社団成美会 トモスみとクリニック

029-303-5552

3100031

茨城県水戸市大工町1-2-3トモスみとビル2
階

○

0812013068

医療法人 竹園眼科

竹園眼科

029-851-5000

3050032

茨城県つくば市竹園3-18-3竹園ショッピング
センターF棟3階

○

0830332169

馬込 義秀

東口歯科医院

029-824-2218

3000034 茨城県土浦市港町1-7-1東管ビル3Ｆ

○

0831830526

藤井 麻央

ＭＡＯデンタルクリニック

0297-44-3375

3060515 茨城県坂東市沓掛1602-1

○

0832032163

大栗 重彦

くりの木歯科医院

029-875-3438

3050816 茨城県つくば市学園の森2-34-4

○

0832430599

川村 全

川村矯正歯科

0297-21-5777

3020115 茨城県守谷市中央3-10-14

○

0833131295

島野 龍太

さくらみね歯科医院

029-239-5882

3113157 茨城県東茨城郡茨城町小幡2731-83

○

0840341705

ウエルシア関東株式会社

ウエルシア薬局 土浦真鍋店

029-835-6171

3000051 茨城県土浦市真鍋3-5-25

○

0862190089

医療法人社団成美会

訪問看護ステーション あさがお

029-271-3800

3120015 茨城県ひたちなか市小砂町1-2-1

○

0870100443

社会福祉法人 恒勝会

ライフピア青柳通所介護事業所

029-224-5855

3100004 茨城県水戸市青柳町3796

○

0870100542

社会福祉法人 聖蘭会

デイサービスセンター フォレストヴィラ水戸

029-253-6551

3114161 茨城県水戸市全隈町1256-7

○

0870100567

社会福祉法人 翠清福祉会

デイサービスセンター さかど

029-246-1113

3100841 茨城県水戸市酒門町4231-2

○

0870100575

社会福祉法人 親愛会

デイ 緑岡

029-243-7709

3100913 茨城県水戸市見川町1820-17

○

0870100609

社会福祉法人 水戸市社会福祉事業団

老人デイサービスセンター長者山荘

029-228-0723

3100902 茨城県水戸市渡里町3201-3

○

0870100617

社会福祉法人 水戸市社会福祉事業団

老人デイサービスセンター 葉山荘

029-243-5508

3100851 茨城県水戸市千波町1677

○

0870100625

社会福祉法人 恒勝会

ライフピア河和田 通所介護事業所

029-257-6411

3114153 茨城県水戸市河和田町4126-201

○

0870100682

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 上水戸

029-257-8050

3100041 茨城県水戸市上水戸4-6-45

○

0870100872

株式会社イディア・コーポレーション

ケアセンター きらり

029-309-4165

3114152 茨城県水戸市河和田1-2444-2

○

0870100914

社会福祉法人 水戸市社会福祉事業団

老人デイサービスセンターあかつか

029-309-7733

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1

○

0870101136

社会福祉法人 豊心の会

デイサービスセンター アクティブハートさかど

029-248-5511

3100841 茨城県水戸市酒門町4390

○

0870101169

社会福祉法人 愛の会

デイサービスセンター はーとぴあ

029-257-6001

3114144 茨城県水戸市開江町8

○

0870101482

株式会社 ツクイ

ツクイ 水戸千波

029-305-3351

3100851 茨城県水戸市千波町2049-2

○

0870101623

株式会社 ユニマットそよ風

水戸ケアセンターそよ風

029-309-1281

3100911 茨城県水戸市見和1-298-9

○

0870101649

社会福祉法人 尚生会

通所介護センター グリーンハウスみと

029-240-5580

3111114 茨城県水戸市塩崎町3503

○

0870101763

有限会社 アサミ

アサミ園 デイサービス

029-247-0549

3100844 茨城県水戸市住吉町60

○

0870101839

社会福祉法人 高福会

デイサービスセンター森の家ひらす

029-240-3155

3100914 茨城県水戸市小吹町702-1

○

0870101854

茨城保健生活協同組合

デイサービスセンターひらす

029-241-8054

3100853 茨城県水戸市平須町1819-34

○

0870101862

医療法人 社団 協栄会

デイサービスセンター しゃらく

029-257-2565

3114146 茨城県水戸市中丸町604-1

○

0870101979

有限会社 アンビション

デイサービスあすか

029-266-3337

3111121 茨城県水戸市島田町3403-1

○

0870101987

株式会社 ツクイ

ツクイ水戸赤塚

029-309-5131

3114152 茨城県水戸市河和田2-1-16

○

0870102019

有限会社 エリア・ネットワーク・サービス

明日葉ケアセンター

029-305-6911

3100913 茨城県水戸市見川町丹下一ノ牧2131-1303

○

0870102027

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス水戸新館デイサービスセンター

029-251-6602

3114143 茨城県水戸市大塚町1741

○

0870102076

社会福祉法人 北養会

デイサービスセンター 長生園

029-251-5345

3100903 茨城県水戸市堀町1185

○

0870102100

社会福祉法人 北友会

渡里すずらん苑 デイサービスセンター

029-257-9555

3100903 茨城県水戸市堀町95

○

0870102167

有限会社 ファイブアローズ

あおぞらデイサービス水戸

029-252-0838

3100912 茨城県水戸市見川5-1250-6

○

0870102308

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス水戸デイサービスセンター元吉
田館

029-309-3301

3100836 茨城県水戸市元吉田町223

○

0870102365

株式会社 テンダーケアジャパン

介護予防デイサービスセンター元気はつらつ
館

029-309-5581

3114153 茨城県水戸市河和田町1181-1

○

0870102373

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス水戸デイサービスセンター五軒
町

029-300-5120

3100063 茨城県水戸市五軒町3-4-7

○

0870102431

社会福祉法人 ユーアイ村

通所介護事業所 ユーアイの家

029-222-1822

3100827 茨城県水戸市吉沼町1839-1

○

0870102498

株式会社 サンテ

デイサービス ヘルサ

029-304-6020

3100847 茨城県水戸市米沢町82-3

○

0870102621

社会福祉法人 親愛会

さくらさくら

029-350-5550

3100815 茨城県水戸市本町1-9-2

○

0870102639

有限会社 ほっと水戸

ほっと水戸 デイサービスセンター

029-305-1677

3100912 茨城県水戸市見川2-93-4

○

0870102696

有限会社オオモリ・ケアサービス

デイサービスセンター・リビング

029-304-6884

3100841 茨城県水戸市酒門町3248

○

0870102720

株式会社 栄光通商

我がまま館

029-305-6575

3100914 茨城県水戸市小吹町267-249

○

0870102746

有限会社 ファスト

デイサービス なかよしの森

029-255-9771

3114141 茨城県水戸市赤塚2-2028-26

○

0870102811

社会福祉法人 徳泉会

デイサービス 東野の家

029-247-1551

3100846 茨城県水戸市東野町215-1

○

0870102852

特定非営利活動法人 認知症ケア研究所

デイサービスセンター お多福

029-240-1556

3100841 茨城県水戸市酒門町4637-2

○

0870102969

社会福祉法人 翠清福祉会

かたくりケアセンターもくせい

029-255-1818

3114153 茨城県水戸市河和田町4510-1

○

0870102977

いばらきコープ生活協同組合

コープ菜の花デイサービスセンター

029-257-7870

3114141 茨城県水戸市赤塚1-2029-121

○

0870103009

株式会社 ゆりかご

ゆりかごデイサービス

029-222-9666

3114206 茨城県水戸市飯富町3467-1

○

0870200094

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 日立

0294-25-0201

3170065 茨城県日立市助川町2-6-22

○

0870200185

社会福祉法人 日立高寿園

サン豊浦デイサービスセンター

0294-43-1133

3191411 茨城県日立市川尻町稲荷作758-27

○

0870200227

社会福祉法人 山桜会

老人デイサービス小咲園

0294-35-9000

3160001 茨城県日立市諏訪町5-5-1

○

0870200243

日立市

日立市はまぎく荘デイサービスセンター

0294-43-2616

3191416 茨城県日立市田尻町7-10-1

○

0870200268

日立市

日立市萬春園デイサービスセンター

0294-36-2268

3160036 茨城県日立市鮎川町2-6-38

○

0870200318

日立市

日立市 かねはたデイサービスセンター

0294-25-6158

3160022 茨城県日立市大沼町3-25-10

○

0870200383

有限会社 城南ビル

ほっと・すわデイサービスセンター

0294-28-5866

3160003 茨城県日立市多賀町5-7-23

○

0870200391

医療法人社団 いばらき会

日立南部地区デイサービスセンター（おおみか
の湯）

0294-52-7677

3191221 茨城県日立市大みか町4-7-9

○

0870200417

株式会社 日立ライフ

泉ヶ森デイサービスセンターみつきの里

0294-28-0780

3160024 茨城県日立市水木町2-20-1

○

0870200433

特定非営利活動法人 くすの木会

デイホ－ムくすの木通所介護事業所

0294-52-2840

3160024 茨城県日立市水木町1-14-3

○

0870200441

医療法人 永慈会

ひたちの森デイサービス ハッピーデイ

0294-44-8800

3191413 茨城県日立市小木津町1020

○

0870200516

社会福祉法人 正和会

成華園通所介護事業所

0294-54-2385

3191222 茨城県日立市久慈町4丁目19番21号

○

0870200565

社会福祉法人 春陽会

通所介護事業 ＭＡＯ

0294-28-0555

3191232 茨城県日立市下土木内町545-1

○

0870200664

有限会社 フルハウスカンパニー

デイサービス ひまわり

0294-28-6533

3160001 茨城県日立市諏訪町1-20-18

○

0870200680

有限会社 リライフ

根道ヶ丘デイサービスセンター

0294-25-6663

3160022 茨城県日立市大沼町4-9-15

○

0870200821

日立市

日立市十王デイサービスセンター

0294-39-7111

3191304 茨城県日立市十王町友部2088-1

○

0870200888

社会福祉法人秀和会

鮎川さくら館デイサービスセンター

0294-36-7300

3160035 茨城県日立市国分町3-12-10

○

0870200979

株式会社 スイシン

ほっと・なめかわデイサービスセンター

0294-27-7715

3170052 茨城県日立市東滑川町1-10-25

○

0870201019

社会福祉法人克信会

デイサービスセンター金沢弁天園

0294-28-7680

3160014 茨城県日立市東金沢町4-16-10

○

0870201050

有限会社 光の郷

ラブリーデイサービス

0294-25-2177

3170054 茨城県日立市本宮町2-10-13

○

0870201076

株式会社アラミックスメディカル

アラミックスサービスかみね

0294-25-2286

3170064 茨城県日立市神峰町4-11-24

○

0870201134

ベストケア 株式会社

ベストケア・デイサービスセンター日立

0294-33-3010

3160013 茨城県日立市千石町3-15-5

○

0870201167

社会福祉法人 山水苑

デイサービスセンター 山水苑

0294-59-0332

3110404 茨城県日立市下深荻町1770

○

0870300274

社会福祉法人 愛信会

通所介護事業所 「静霞園」

029-824-9581

3000064 茨城県土浦市東若松町3379

○

0870300340

社会福祉法人 霞桜会

ディサービスセンター もりの家

029-830-4722

3001176 茨城県土浦市北荒川沖町8-1

○

0870300399

社会福祉法人 欣水会

指定通所介護事業所 滝の園

0298-26-1110

3000805 茨城県土浦市宍塚1935

○

0870300431

社会福祉法人 祥風会

飛羽ノ園デイサービスセンター指定通所介護
事業所

0298-26-2941

3000823 茨城県土浦市小松3-18-18

○

0870300548

株式会社 ユニマットそよ風

土浦ケアセンターそよ風

029-835-2635

3000048 茨城県土浦市田中1-1-32

○

0870300761

社会福祉法人 寿生会

デイサービスセンター やすらぎの園

0298-35-3131

3000833 茨城県土浦市小岩田西2-1-49

○

0870300811

社会福祉法人 祥風会

飛羽ノ園デイサービス ながみね

029-830-5610

3000849 茨城県土浦市中村西根2078-1

○

0870300837

医療法人社団 誠仁会

つわ通所介護事業所

029-827-3291

3000068 茨城県土浦市西並木3690

○

0870300977

有限会社 ケアパートナー・みなみ

ケアパートナー・みなみ

029-834-3731

3001173 茨城県土浦市荒川沖5-9

○

0870301009

社会福祉法人 西北会

デイサービス はなのえん

029-830-0511

3000002 茨城県土浦市粟野町1852-1

○

0870301090

株式会社 長寿館

デイサービス永国長寿館

029-823-1951

3000817 茨城県土浦市永国1048-1

○

0870301132

株式会社 ツクイ

ツクイ 土浦

029-825-1280

3000052 茨城県土浦市東真鍋町8-14

○

0870301140

社会福祉法人 欣水会

土浦市老人デイサービスセンターつわぶき

029-831-4126

3000009 茨城県土浦市中都町1-5428-2

○

0870301223

社会福祉法人 晴山会

土浦晴山苑デイサービスセンター

029-828-2322

3000024 茨城県土浦市田村町2321-5

○

0870301371

社会福祉法人道寿会

土浦なごみデイサービス

029-841-7532

3000837 茨城県土浦市右籾644-1

-

0870400074

社会福祉法人 愛光会

愛光園 通所介護事業所

0280-48-6937

3060044 茨城県古河市新久田250-4

○

0870400132

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター古河

0280-30-5152

3060016 茨城県古河市古河643-1

○

0870400165

社会福祉法人 寿貢会

わたらせ デイサービスセンター

0280-47-0161

3060052 茨城県古河市大山507-5

○

0870400322

有限会社 弘栄

わが家

0280-48-5875

3060052 茨城県古河市大山785-2

○

0870400355

株式会社 ツクイ

ツクイ 古河

0280-30-8311

3060005 茨城県古河市北町6-16

○

0870400561

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑古河

0280-75-1433

3060126 茨城県古河市諸川1393-2

○

0870500089

社会福祉法人 滴翠会

石岡デイサービスセンター華翠会館

0299-23-8200

3150028 茨城県石岡市半ノ木11480

○

0870500097

社会福祉法人 聖隷会

デイサービス センチュリー石岡

0299-27-0001

3150048 茨城県石岡市三村6286-1

○

0870500253

社会福祉法人 愛の会

通所介護事業所 ハートピア

0299-27-6000

3150029 茨城県石岡市根当11008番地13

○

0870500394

石岡市

のぞみ デイサービスセンター

0299-27-5501

3150009 茨城県石岡市大砂10527-6

○

0870500527

株式会社 中泉商事

デイサービスセンターなごやか石岡

0299-24-2870

3150005 茨城県石岡市鹿の子2-9-46

○

0870500535

株式会社 エヌ・エフサポート

デイサービスセンターかいじ

0299-23-8068

3150015 茨城県石岡市貝地2-10-39

○

0870500626

社会福祉法人 桑友会

デイサービスセンターれもん

0299-43-6511

3150131 茨城県石岡市下林3346-1

○

0870600111

社会福祉法人 睦福祉会

むつみディサービスセンター

0296-24-8801

3080014 茨城県筑西市羽方431-1

○

0870600152

社会福祉法人 広仁会

敬心苑 デイサービスセンター 指定通所介護
事業所

0296-25-6886

3080843 茨城県筑西市野殿1595-3

○

0870600244

株式会社 ほーむけあいしやま

通所介護 白蓮

0296-23-3535

3080844 茨城県筑西市下野殿784

○

0870600293

株式会社 稲善

いねの里 ふれあいの家

0296-21-1744

3080825 茨城県筑西市下中山381-1

○

0870600319

株式会社 ユニマットそよ風

下館ケアセンター そよ風

0296-21-0861

3080021 茨城県筑西市甲44

○

0870600384

株式会社コモドヴィータ

コモドヴィータ下館

0296-22-0101

3080841 茨城県筑西市二木成1530

○

0870600509

医療法人 宮田医院

桜づつみ

0296-20-1151

3080806 茨城県筑西市小林465-1

○

0870700069

社会福祉法人 芳香会

結城デイサービスセンター「青嵐荘」

0296-35-4581

3070038 茨城県結城市七五三場365

○

0870700085

社会福祉法人 筑西会

社会福祉法人 筑西会 結城指定通所介護事
業所

0296-32-1864

3070001 茨城県結城市結城10767-24

○

0870700192

株式会社 ユニマットそよ風

結城ケアセンター そよ風

0296-34-7451

3070001 茨城県結城市結城923-1

○

0870700242

特定非営利活動法人 鳩ぽっぽ

特定非営利活動法人 鳩ぽっぽ

0296-35-1014

3070037 茨城県結城市東茂呂275－1

○

0870700275

株式会社 ツクイ

ツクイ 結城

0296-20-8577

3070001 茨城県結城市結城7189-8

○

0870700309

有限会社 かなくぼ薬局

通所介護事業所 ハーモニー城ノ内

0296-33-8265

3070001 茨城県結城市結城8670-2

○

0870700333

株式会社しもふさの郷

デイサービスセンター百寿の家

0296-20-9020

3070043 茨城県結城市武井1240-8

○

0870700374

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑結城

0296-21-3021

3070001 茨城県結城市結城10638

○

0870700382

社会福祉法人 三和みつなみ会

デイサービスセンターきぬの郷

0296-20-9800

3070027 茨城県結城市粕礼934-3

○

0870700390

株式会社 フレンド

ふれんど結城デイサービスセンター

0296-20-8232

3070001 茨城県結城市結城11766-3

○

0870800125

社会福祉法人 竜成園

竜成園 デイサービス事業所

0297-62-2735

3010806 茨城県龍ケ崎市半田町1388

○

0870800240

医療法人 竜仁会

牛尾病院デイサービスセンター

0297-61-5500

3010048 茨城県龍ケ崎市川崎町98

○

0870800372

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 茨城県済
生会

通所介護事業 龍ケ岡

0297-61-1300

3010854 茨城県龍ケ崎市中里1-1-17

○

0870800398

社会福祉法人 龍ケ崎市社会福祉協議会

社会福祉法人 龍ケ崎市社会福祉協議会指定
0297-62-5851
通所介護事業所

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町5014

○

0870800471

社会福祉法人 清仁会

やすらぎの里 デイサービスセンター

0297-64-3234

3010816 茨城県龍ケ崎市大徳町4965-1

○

0870800547

株式会社 ツクイ

ツクイ 龍ｹ崎

0297-61-0882

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町2873-1

○

0870800620

特定非営利活動法人 あすかユーアイネット

明日花の家 らくてい

0297-60-8283

3010043 茨城県龍ケ崎市松葉3-12-2

○

0870800646

株式会社 和香紗

デイホーム 楓

0297-63-7650

3010843 茨城県龍ケ崎市羽原町1918-1

○

0870800661

株式会社 ヤックスケアサービス

ヤックスデイサービスセンター龍ヶ崎

0297-60-1275

3010855

0871000030

社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

下妻社協ケアセンター

0296-44-6993

3040821 茨城県下妻市別府545

○

0871000113

社会福祉法人 砂沼会

愛宕園 指定通所介護事業所

0296-44-5387

3040028 茨城県下妻市下木戸544-1

○

0871000121

社会福祉法人 仁済会

ラポールしもつま 指定通所介護事業所

0296-44-7300

3040002 茨城県下妻市江1827-1

○

0871000220

有限会社 ヘルスケアー下妻

デイサービスうらら

0296-45-1500

3040057 茨城県下妻市石の宮24-1

○

0871000717

有限会社エル・エス・シー・トーブ

デイサービスセンターハート・ワン大宝

0296-44-5939

3040035 茨城県下妻市横根140

○

0871000725

株式会社 ほーむけあいしやま

デイサービス藍藍

0296-30-5008

3040056 茨城県下妻市長塚乙11-1

○

0871100103

社会福祉法人 日本キングス・ガーデン

筑波キングス・ガーデン 通所介護事業所

0297-24-5139

3002521 茨城県常総市大生郷町1818-2

○

0871100111

社会福祉法人 東雲会

よしの荘 通所介護事業所

0297-22-7716

3002502 茨城県常総市上蛇町1888-1

○

0871100178

株式会社ユニマットそよ風

水海道ケアセンターそよ風

0297-20-1030

3030034 茨城県常総市水海道天満町1785-1

○

0871100251

社会福祉法人 筑水会

指定通所介護事業所 筑水苑

0297-25-1616

3030033 茨城県常総市水海道高野町671-1

○

0871200051

社会福祉法人 西山苑

通所介護 西山苑

0294-72-4221

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町937-2

○

0871200291

社会福祉法人 翔馬会

デイサービスセンターえみの里

0294-70-7151

3110502 茨城県常陸太田市徳田町143

○

0871200374

有限会社 修明

デイサービスセンター 河合

0294-80-7530

3130044 茨城県常陸太田市下河合町953-1

○

0871200424

株式会社 日立ライフ

株式会社日立ライフ はたそめデイサービスセ
ンター四季の丘

0294-70-2227

3130025 茨城県常陸太田市幡町653-23

○

0871200465

社会福祉法人 月居会

デイサービスセンター 世矢の里

0294-70-2220

3130023 茨城県常陸太田市亀作町481-1

○

0871400081

社会福祉法人 松原福祉会

老人デイサービスセンターあすなろ

0293-20-1512

3180021 茨城県高萩市安良川269-70

○

0871400156

社会福祉法人 愛正会

指定介護老人福祉施設松籟荘 指定通所介護
0293-22-2333
事業所「湯っくり館」

3180003 茨城県高萩市下手綱大谷口1951-8

○

0871400289

株式会社 三渡

デイサービス わが家

0293-24-0305

3180034 茨城県高萩市高萩253-1

○

0871400305

社会福祉法人 愛孝会

デイサービスセンター 高萩聖孝園

0293-44-6222

3180004 茨城県高萩市上手綱2

○

0871500070

社会福祉法人 あかね会

デイサービスセンター あかね園

0293-46-6444

3191723 茨城県北茨城市関本町関本中265-1

○

0871500179

社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

北茨城市社会福祉協議会 指定通所介護事業
0293-43-5361
所

3191535 茨城県北茨城市華川町臼場187-74

○

0871500187

有限会社 ライフサポート平賀

にこやかセンター

0293-42-5917

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1630-266

○

0871500260

有限会社 相想

デイサービス それぞれ

0293-30-0038

3191545 茨城県北茨城市磯原町木皿572-2

○

0871500344

特定非営利活動法人ウィラブ北茨城

あじさいの杜 あやとり

0293-43-1208

3191538 茨城県北茨城市華川町小豆畑1141-1

○

0871500377

社会福祉法人 白寿会

デイサービスセンター エスコート磯原

0293-42-8910

3191534 茨城県北茨城市華川町車1145-65

○

0871600151

社会福祉法人 公重会

ヴィレッジかさま指定通所介護事業所

0296-73-0015

3091626 茨城県笠間市下市毛1301

○

0871600169

株式会社 ケアネット

通所介護センター コンフォルトかさま

0296-70-1255

3091613 茨城県笠間市石井2253-1

○

0871600235

有限会社 IDAシステム

デイサービスセンターはこだ

0296-73-0966

3091631 茨城県笠間市箱田1838-1

○

0871600417

社会福祉法人笠間市社会福祉協議会

笠間市社会福祉協議会通所介護事業所

0296-77-0730

3091704 茨城県笠間市美原3-2-11

○

0871700084

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター取手新町

0297-70-5371

3020024 茨城県取手市新町3-13-6

○

0871700118

社会福祉法人 取手市社会福祉事業団

通所介護 取手市デイサービスセンターふれあ
0297-78-2525
いの郷

3020038 茨城県取手市下高井1708

○

茨城県龍ケ崎市藤ケ丘1-3-1 ヤックスドラッ
グ竜ヶ崎藤ヶ丘店内

○

0871700142

社会福祉法人 香寿会

社会福祉法人 香寿会 「さらの杜」指定通所
介護事業所

0297-70-2711

3020038 茨城県取手市下高井2148

○

0871700233

有限会社 創潤アクティブティ

デイ・アクティブホーム 潤 取手

0297-70-5135

3020027 茨城県取手市駒場3-12-8

○

0871700274

有限会社 ソーシャルワーク希樹

通所介護 希樹ガーデン

0297-77-6001

3020021 茨城県取手市寺田4725-3

○

0871700316

株式会社 ツクイ

ツクイ 取手井野

0297-70-6827

3020011 茨城県取手市井野2-6-29

○

0871700381

社会福祉法人 百音の会

デイサービスセンター 水彩館

0297-77-1317

3020001 茨城県取手市小文間5720-1

○

0871700423

株式会社 プラテック

デイサービス 介護のバナナ

0297-70-7050

3020035 茨城県取手市上高井383-1

○

0871800058

社会福祉法人 中川福祉会

通所介護事業所 ハートフル広侖

0297-38-1111

3060626 茨城県坂東市小山258

○

0871800157

社会福祉法人 法師会

デイサービスセンター 長寿の里

0297-36-8080

3060634 茨城県坂東市中里1213

○

0871800207

有限会社 ワイオハ

麗翠堂デイサービスセンター岩井

0297-38-0777

3060624 茨城県坂東市矢作292

○

0871800215

株式会社 鈴木工務店

デイサービスセンタ- すまいる

0297-36-7788

3060631 茨城県坂東市岩井4278-3

○

0871900122

社会福祉法人 博慈会

指定通所介護事業所 博慈園

0298-74-4800

3001214 茨城県牛久市女化町253-2

○

0871900213

社会福祉法人 若竹会

牛久さくら園通所介護事業所

0298-78-0711

3001232 茨城県牛久市上柏田1-18-4

○

0871900270

有限会社 福祉サービス みどり園

有限会社 福祉サービス みどり園

029-874-3527

3001223 茨城県牛久市城中町1436

○

0871900320

社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

牛久市社会福祉協議会指定通所介護事業所

029-871-0547

3001214

0871900437

社会医療法人 若竹会

通所介護事業所 たいせつの家

029-830-8633

3001232 茨城県牛久市上柏田1-17-20

○

0871900569

社会福祉法人 慈陽会

元気館デイサービスセンター

029-830-8686

3001223 茨城県牛久市城中町148-1

○

0871900585

有限会社 幸

健康サポートセンター きらり

029-878-3910

3001217 茨城県牛久市さくら台3-34-17

○

0872000229

社会福祉法人 葛城福祉会

葛城デイサービスセンター

0298-60-6370

3050831 茨城県つくば市西大橋466-8

○

0872000278

社会福祉法人 豊里園

美健荘 通所介護事業所

029-847-4194

3002645 茨城県つくば市上郷1438-3

○

0872000294

社会福祉法人 勘翁慈温会

つくばの杜指定通所介護事業所

029-857-8666

3050022 茨城県つくば市吉瀬1017-1

○

0872000310

社会福祉法人 いなほ会

指定居宅サービス事業所 もみじ

0298-47-4081

3002662 茨城県つくば市下河原崎西原729-1

○

0872000369

社会福祉法人 筑南会

新つくばホームデイサービスセンター

0298-56-4477

3050812 茨城県つくば市東平塚932-17

○

0872000377

社会福祉法人 恵愛会

デイサービスセンター筑波園 通所介護事業
所

029-867-1143

3004231 茨城県つくば市北条1180-2

○

0872000476

株式会社 長寿館

デイサービス花室長寿館

029-854-8228

3050813 茨城県つくば市大角豆1807-1

○

0872000609

社会福祉法人 健誠会

通所介護事業所 シニアガーデン

029-877-0203

3003253 茨城県つくば市大曽根3690

○

0872000716

社会福祉法人 愛信会

デイサービスセンター くきの里

029-840-1131

3001274 茨城県つくば市上岩崎1845-27

○

0872000872

社会福祉法人 二希会

デイサービスセンター アイリスコート

029-839-3131

3050854 茨城県つくば市上横場429-1

○

0872000898

有限会社 トムス

つくばデイサービスセンター

029-836-6377

3002656 茨城県つくば市真瀬1155-1

○

0872000955

ケアパートナー 株式会社

ケアパートナーつくば

029-839-0311

3050074 茨城県つくば市高野台3-5-1

○

0872000971

株式会社 長寿館

デイサービスセンター作谷長寿館

029-869-1013

3004204 茨城県つくば市作谷1038

○

0872001037

有限会社 福祉サービスひらおか

デイサービス ひらおか

029-850-6700

3050042 茨城県つくば市下広岡164-1

○

0872001102

社会福祉法人 筑南会

新つくばホームデイサービスセンター 新館

029-856-4477

3050812 茨城県つくば市東平塚932-17

○

0872001128

株式会社 内根

デイサービスうちね

029-857-7399

3050023 茨城県つくば市上ノ室2439

○

0872001169

日新興業株式会社

デイサービス 自然の家

029-839-4165

3050856 茨城県つくば市観音台1-11-1

○

0872001219

有限会社 弥久

デイサービスセンター 幸寿苑

029-225-1551

3004248 茨城県つくば市磯部15

○

0872001243

有限会社 ほほえみ

指定通所介護事業所 ほほえみ

029-850-6136

3050017 茨城県つくば市横町498-1

○

0872001623

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑高見原

029-878-5121

3001252 茨城県つくば市高見原2-10-77

○

0872100144

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター ひたちなか

029-354-0841

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2-6-10

○

0872100227

社会福祉法人 克仁会

恵苑デイサービス事業所

029-262-5566

3111207 茨城県ひたちなか市烏ケ台11835-2

○

0872100235

社会福祉法人 北養会

デイサービスセンター 北勝園

029-276-0650

3120032 茨城県ひたちなか市津田2093-1

○

0872100243

社会福祉法人 孝友会

高齢者デイサービスセンター サンフラワーひ
たちなか

029-285-9288

3120004 茨城県ひたちなか市長砂633-1

○

茨城県牛久市女化町859-3 牛久市総合福
祉センター内

○

0872100383

社会福祉法人 新世会

老人デイサービスセンター いくり苑

0872100417

株式会社 メディアシスト

0872100441

029-264-2880

3111202 茨城県ひたちなか市磯崎町4555-1

○

株式会社 メディアシスト 山口内科デイサービ
029-354-1181
ス

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3379-156

○

医療法人社団 いばらき会

デイサ－ビスセンタ－ たびこの湯

029-275-7311

3120063 茨城県ひたちなか市田彦1390-7

○

0872100490

株式会社 テンダーケアジャパン

デイサービスセンター テンダーの杜 つだ

029-354-1610

3120032 茨城県ひたちなか市津田1953-1

○

0872100763

社会福祉法人 桂雄会

デイサービスセンター はまぎくの里

029-273-4165

3120011 茨城県ひたちなか市中根952-1

○

0872100805

株式会社 ユニマットそよ風

勝田ケアセンターそよ風

029-353-3115

3120011 茨城県ひたちなか市中根2444-1

○

0872100813

有限会社 フォレスト治療院

リハビリホーム勝田

029-275-3319

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2714

○

0872100870

社会福祉法人 北養会

デイサービスセンター 北勝園 勝田泉町 しゃ
029-276-0655
くなげ

3120046 茨城県ひたちなか市勝田泉町12-19

○

0872100888

社会福祉法人 克仁会

恵苑2デイサービス事業所

029-264-3800

3111207 茨城県ひたちなか市烏ケ台11836-1

○

0872100953

有限会社 ソフト・ケア

デイサービス 長者ヶ谷津

029-271-1514

3120023 茨城県ひたちなか市大平1-21-10

○

0872100961

株式会社 ツクイ

ツクイ ひたちなか

029-270-3575

3120062 茨城県ひたちなか市高場315-1

○

0872101092

社会福祉法人森田記念会

デイサービスセンターさわの森

029-354-3711

3120002 茨城県ひたちなか市高野2448

○

0872101118

ウェルネス 株式会社

デイサービス笹野

029-354-6638

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町1-2-4

○

0872101134

有限会社 テイクケア

オハナデイサービス

029-350-2300

3120011 茨城県ひたちなか市中根4783ｰ1

○

0872200134

社会福祉法人 慈徳会

松寿園 デイサービスセンター

0299-69-2339

3112206 茨城県鹿嶋市武井1956-3

○

0872200159

社会福祉法人 鹿嶋市社会福祉協議会

通所介護鹿嶋市デイサービスセンターウェル
ポート鹿嶋の郷

0299-90-3123

3140031 茨城県鹿嶋市宮中4603-1

○

0872200175

社会福祉法人 神樹会

サントピア鹿島デイサービスセンター

0299-83-2311

3140031 茨城県鹿嶋市宮中5200

○

0872200282

社会福祉法人 すはま会

在宅ケアセンター ライフinたかおざき デイ
サービスセンター

0299-84-0034

3140012 茨城県鹿嶋市平井1350-332

○

0872200399

有限会社 エスエス住建

デイサービスセンター くぬぎの森

0299-90-9900

3112215 茨城県鹿嶋市和825-2

○

0872200431

社会福祉法人 至福会

セ・シボンかしま デイサービスセンター

0299-84-1165

3140047 茨城県鹿嶋市須賀1350-1

○

0872200530

有限会社 シモノウ

デイサービスセンター かがやきの里

0299-82-2134

3140031 茨城県鹿嶋市宮中3-6-7

○

0872300033

社会福祉法人 江戸川豊生会

福楽園デイサービスセンター通所介護事業所

0299-64-6767

3112435 茨城県潮来市上戸1921-1

○

0872300090

社会福祉法人 一会会

潮来市老人デイサービスセンター 白鳥

0299-80-2222

3112404 茨城県潮来市水原3474番地

○

0872300298

社会福祉法人 光峰会

デイサービスセンター いたこの郷

0299-66-5533

3112402 茨城県潮来市大生804-556

○

0872400098

社会福祉法人 峰林会

社会福祉法人 峰林会 峰林荘通所介護事業
所

0297-48-3587

3020117 茨城県守谷市野木崎1954

○

0872400171

有限会社 ぬくとばっこ

通所介護事業所「ぬくとばっこ」

0297-47-8000

3020112 茨城県守谷市同地179-13

○

0872400205

社会福祉法人 峰林会

社会福祉法人 峰林会 ゆうゆうケア・ワン

0297-20-0222

3020109 茨城県守谷市本町4216-1

○

0872400254

有限会社 陽だまり

デイホーム ひだまり

0297-46-1446

3020117 茨城県守谷市野木崎525-2

○

0872400288

有限会社 ＳＥＳケアネット

日帰りサ－ビス 花きりん

0297-20-0711

3020118 茨城県守谷市立沢950-1

○

0872400304

株式会社 ツクイ

ツクイ 守谷

0297-20-0267

3020102 茨城県守谷市松前台4-10-1

○

0872400312

社会福祉法人 英伸会

デイサービスセンター 七福神

0297-45-3580

3020125 茨城県守谷市高野1755-1

○

0872400387

株式会社 佐瀬トータルケアセンター

アネシス・シャローム

0297-47-1570

3020104 茨城県守谷市久保ケ丘2-16-1

○

0872500053

医療法人 博仁会

フロイデ在宅サポートセンター大宮中央

0295-52-5750

3192266 茨城県常陸大宮市抽ケ台町3288-4

○

0872500061

社会福祉法人 博友会

美和デイサービスセンター

0295-54-6131

3192603 茨城県常陸大宮市鷲子686-1

○

0872500087

医療法人 博仁会

フロイデ在宅サポートセンター大宮北

0295-52-5751

3192214 茨城県常陸大宮市鷹巣2307-3

○

0872500111

医療法人 博仁会

フロイデ総合在宅サポートセンター緒川

0295-54-3751

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬1417-1

○

0872500137

社会福祉法人 豊潤会

デイサービスセンター ひより

0295-58-2156

3192512 茨城県常陸大宮市下檜沢3526

○

0872500152

医療法人 博仁会

フロイデ総合在宅サポートセンター山方

0295-54-4511

3193111 茨城県常陸大宮市山方1361

○

0872600010

有限会社 ケアープランセンターいきいき

デイサービス いきいき

029-296-3360

3192102 茨城県那珂市瓜連1740

○

0872600101

社会福祉法人 青燈会

デイサービスセンターひばりヶ丘

029-295-1701

3110105 茨城県那珂市菅谷528

○

0872600176

社会福祉法人 新世会

指定通所介護事業所 いくり苑那珂

029-352-0017

3110105 茨城県那珂市菅谷3799-6

○

0872700034

社会福祉法人征峯会

しらとりハワイアンデイ

0296-48-9986

3080067 茨城県筑西市上平塚748-1

○

0872700059

筑西市

筑西市明野デイサービスセンターやすらぎ

0296-52-7123

3004516 茨城県筑西市新井新田48-1

○

0872700158

有限会社 在宅介護サービスきぼう

デイサービスなな

0296-21-5566

3080112 茨城県筑西市藤ケ谷2390-2

○

0872700240

濱野精麦株式会社

デイホーム ひなたぼっこ２号館

0296-25-3306

3080827 茨城県筑西市市野辺132-4

○

0872700265

有限会社 大空

はあとふるデイサービスセンター

0296-37-5980

3080105 茨城県筑西市西保末23-5

○

0872700281

社会福祉法人 幸恵会

デイサービスセンターいきいき

0296-23-1880

3080005 茨城県筑西市中舘266-2

○

0872800024

株式会社 ほーむけあいしやま

デイサービス 想想

0297-47-5155

3060631 茨城県坂東市岩井2039

○

0872800057

有限会社ジェントリ-

さくらデイサービス坂東

0297-39-2885

3060615 茨城県坂東市大口2830-5

○

0872800073

社会福祉法人 慈光学園

北向内

0280-82-1155

3060504 茨城県坂東市生子1609-8

○

0872800081

社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

坂東市社協デイサービスセンター

0280-88-1000

3060502 茨城県坂東市山2721

○

0872800123

社会福祉法人 清風福祉会

恵愛荘デイサービスセンター

0297-30-3110

3060515 茨城県坂東市沓掛323-1

○

0872900030

社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会

社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会通所介
護事業所

029-892-5711

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲1992

○

0872900071

特定非営利活動法人あゆみ

あゆみ デイサービス 佐倉

029-875-5444

3000508 茨城県稲敷市佐倉3133-1

○

0872900097

株式会社 エビハラ

デイサービスセンター エビハラ

0299-78-4510

3000726 茨城県稲敷市西代1368-1

○

0873000038

社会福祉法人 明岳会

通所介護事業所 安心村

029-833-0298

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉5696-3

○

0873000079

有限会社 かすみがうら福祉研究所

デイホーム南の里

029-833-2057

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉6150-143

○

0873000095

社会福祉法人 霞会

デイサービスセンター ふるさと

0299-59-7778

3150051 茨城県かすみがうら市新治江子田1811-6

○

0873100259

社会福祉法人 雄志会

指定通所介護事業所 グリーンなかさい

029-288-7200

3114302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1483-3

○

0873100309

社会福祉法人 武仁会

百里サンハウス 通所介護事業所

0299-54-0710

3113406 茨城県小美玉市下吉影2437-109

○

0873100325

社会福祉法人 清寿会

デイサービスセンター ひぬま苑

029-267-6617

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町3269-1

○

0873100416

社会福祉法人 明秀会

デイサービスセンター ときわ木園

029-293-6617

3113123 茨城県東茨城郡茨城町若宮393-6

○

0873100457

社会福祉法人 大洗町社会福祉協議会

大洗町社会福祉協議会 指定通所介護事業所 029-266-3021

3111305

0873100499

社会福祉法人 青丘

在宅老人ディサービスセンター 青丘園

0299-48-3266

3190101 茨城県小美玉市橋場美519-1

○

0873100507

社会福祉法人 聖明福祉会

デイサービスセンター 桂聖明園

029-289-4744

3114332 茨城県東茨城郡城里町高根台1-53

○

0873100556

社会福祉法人 茨城町社会福祉協議会

社会福祉法人 茨城町社会福祉協議会 指定
通所介護事業所

029-292-7141

3113131 茨城県東茨城郡茨城町小堤1037-1

○

0873100663

社会福祉法人 博友会

御前山デイサービスセンター

0295-54-2555

3114502 茨城県常陸大宮市野口平146-1

○

0873100705

社会福祉法人 サンピア

サンピア デイサービスセンター

029-259-2666

3190315 茨城県水戸市内原町126

○

0873100721

社会福祉法人 北養会

デイサービスセンターもみじ館

029-259-9295

3190323 茨城県水戸市鯉淵町2222-1

○

0873100796

株式会社レッツ文化村

レッツ文化村

029-257-5555

3190322 茨城県水戸市下野町311-5

○

0873100820

社会福祉法人 清常会

けやきデイサービスセンター

029-219-1230

3113146 茨城県東茨城郡茨城町下座755

○

0873100960

社会福祉法人 梅行会

通所介護事業所 サンホーム竹原

0299-47-1526

3190113 茨城県小美玉市竹原405-6

○

0873101059

株式会社 ニューライフ三浦

デイサービスセンター ニューライフ三浦

029-240-7703

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡4347-4

○

0873101075

社会福祉法人 清寿会

デイサービスセンターひぬま苑 東光台

029-267-0538

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8244-34

○

0873101109

社会福祉法人 泰仁会

デイサービス 桜の郷 元気

029-292-3900

3113117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-7

○

0873101158

有限会社 シニアライフ

小川ケアセンターみどりの風 デイサービス

0299-58-7780

3113424 茨城県小美玉市幡谷204-60

○

0873101265

社会福祉法人城里町社会福祉協議会

城里町社会福祉協議会通所介護事業所

0296-88-2128

3114402

0873101281

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス デイサービス城里

029-240-6251

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚2254-1

○

0873101323

社会福祉法人 浩喜会

デイサービスセンター なぎさ

029-264-7310

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町255-5

○

0873101349

株式会社 SAWA

デイサービスセンター さくらの里

029-219-1188

3113157 茨城県東茨城郡茨城町小幡1316-18

○

0873101380

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス デイサービスセンター大洗

029-266-3286

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8227-4

○

0873101414

社会福祉法人 親愛会

デイサービスとんぼ

029-240-8333

3113124 茨城県東茨城郡茨城町中石崎2651-1

○

茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1 健康福
祉センターゆっくら館

茨城県東茨城郡城里町小勝1400 城里町七
会保健福祉ｾﾝﾀｰ内

○

○

0873101422

有限会社 さくら園

デイサービス ほほえみ

029-219-0700

3113156 茨城県東茨城郡茨城町奥谷2160

○

0873200141

社会福祉法人 慈永会

宍戸苑指定通所介護事業所

0296-78-2221

3091721 茨城県笠間市橋爪462-1

○

0873200208

社会福祉法人 聖桜会

すずらんの里 通所介護事業所

0299-45-0555

3190204 茨城県笠間市土師1283-5

○

0873200356

株式会社 ユニマットそよ風

岩瀬ケアセンター そよ風

0296-70-8971

3091211 茨城県桜川市岩瀬30-2

○

0873200489

社会福祉法人 尚生会

指定通所介護センター グリーンハウスともべ

0296-71-2525

3091703 茨城県笠間市鯉淵6269-11

○

0873200513

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス水戸デイサービスセンターとも
べ

0296-70-5855

3091717 茨城県笠間市旭町105-3

○

0873300263

社会福祉法人 淑徳会

デイサービスセンター東海

029-287-1127

3191112 茨城県那珂郡東海村村松2804-4

○

0873300321

社会福祉法人 ナザレ園

ナザレ園 デイサービスセンター

029-296-3711

3192103 茨城県那珂市中里342-7

○

0873300339

社会福祉法人 若葉会

みのり園 指定通所介護事業所

0295-53-7888

3192214 茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

○

0873300388

ひたちなか農業協同組合

ＪＡひたちなかデイサービスセンターふれあい

029-306-1158

3191102 茨城県那珂郡東海村石神内宿1726-1

○

0873300396

社会福祉法人 清河会

デイサービスセンター サングリーンピア山方

0295-57-2100

3193106 茨城県常陸大宮市西野内1537-1

○

0873300461

社会福祉法人 豊潤会

デイサービスセンター ひまわり荘

029-298-5120

3110111 茨城県那珂市後台2042-1

○

0873300602

医療法人 博仁会

志村デイサービスセンター

0295-53-1113

3192261 茨城県常陸大宮市上町357-4

○

0873300644

社会福祉法人 美光会

デイサービスセンター みわ

0295-58-3885

3192603 茨城県常陸大宮市鷲子2023-2

○

0873300743

有限会社 顕祥

デイサービス カトレア

029-282-4141

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川944

○

0873300768

株式会社 アリア

アリア

0295-56-3060

3192418 茨城県常陸大宮市大岩2207

○

0873300834

社会福祉法人 永寿会

デイサービスセンター ドルフィン

0295-53-1191

3192144 茨城県常陸大宮市泉497-1

○

0873300867

有限会社 リライフ

那珂デイホーム ぽっかぽか

029-295-8822

3110106 茨城県那珂市杉1165-4

○

0873300966

有限会社菊本住設

オリーブケア

029-287-1980

3191114 茨城県那珂郡東海村須和間1435-9

○

0873301006

社会福祉法人 聖隷会

デイサービス すみれ

029-282-0271

3191115 茨城県那珂郡東海村船場703-7

○

0873400246

社会福祉法人 愛光会

誠信園 通所介護事業所

0294-85-1970

3130214 茨城県常陸太田市和久町864-1

○

0873400253

社会福祉法人 清和会

久慈川荘デイサービスセンター

02957-2-3122

3193521 茨城県久慈郡大子町北田気551-1

○

0873400261

社会福祉法人 清和会

大子北デイサービスセンター

02957-9-1155

3193555 茨城県久慈郡大子町下野宮1683-1

○

0873400303

株式会社 エラン

梅里ガーデンアクアビラデイサービス

0294-76-0666

3130124 茨城県常陸太田市大平町666

○

0873400360

有限会社 凛成

デイサービスセンター ひだまりの家

0294-76-0930

3130106 茨城県常陸太田市下利員町1086-1

○

0873500078

社会福祉法人 愛孝会

デイサービスセンター 福祉の森 聖孝園

0294-39-1166

3191305 茨城県日立市十王町高原333-6

○

0873500136

有限会社 スペース桃

デイサービス スペース桃

0294-39-3148

3191303 茨城県日立市十王町友部東3-3-8

○

0873600183

社会福祉法人 樅山会

社会福祉法人 樅山会 樅山デイサービスセン
ター

0291-37-2155

3111426 茨城県鉾田市樅山498

○

0873600191

社会福祉法人 東湖園

通所介護センター東湖園

0291-32-6271

3111504 茨城県鉾田市安房1670-12

○

0873600266

社会福祉法人 白十字会

デイサービスセンター白寿荘

0299-93-5269

3140134 茨城県神栖市賀2148

○

0873600274

社会福祉法人 清新会

デイサービスセンター しおさい苑

0479-48-1110

3140341 茨城県神栖市矢田部9416-1

○

0873600316

社会福祉法人 武仁会

鉾田サンハウス 通所介護事業所

0291-34-3050

3111534 茨城県鉾田市鳥栖2100-9

○

0873600449

社会福祉法人 うぇるさんて

デイサービスセンター うぇるさんて 大洋

0291-39-7701

3112113 茨城県鉾田市上幡木1512-4

○

0873600498

医療法人 昂仁会

デイサービス あおば

0291-34-8550

3111517 茨城県鉾田市鉾田1444-8

○

0873600795

有限会社ふくしの

ふくしの介護センター

0299-91-1261

3140125 茨城県神栖市高浜880

○

0873700173

社会福祉法人 親和会

朝霞荘指定通所介護事業所

0299-72-1610

3113832 茨城県行方市麻生1088-1

○

0873700330

社会福祉法人 清栄会

きたうらデイサービスセンター

0291-35-3080

3111704 茨城県行方市山田3339-6

○

0873700421

有限会社 熊野屋商事

通所介護センター ほたるの里

0291-34-6662

3111704 茨城県行方市山田104-21

○

0873700447

有限会社 松本薬局

デイサービスセンター ひまわり

0299-35-6012

3113512 茨城県行方市玉造甲422

○

0873700553

社会福祉法人 寛仁会

デイサービスセンター あそうの郷

0299-73-0311

3113831 茨城県行方市青沼981-2

○

0873800114

社会福祉法人 阿見町社会福祉協議会

阿見町社会福祉協議会 指定通所介護事業所 0298-87-9234

3000331

茨城県稲敷郡阿見町阿見4671-1 阿見町総
合保健福祉会館内

○

0873800312

社会福祉法人 筑和会

デイサービスセンター 宝永館

0297-87-5188

3001426 茨城県稲敷市寺内600-1

○

0873800395

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

社会福祉法人美浦村社会福祉協議会指定通
所介護事業所

0298-85-8885

3000424 茨城県稲敷郡美浦村受領1546-1

○

0873800486

株式会社 ユニマットそよ風

阿見ケアコミュニティそよ風

0298-43-7130

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野4-24-5

○

0873800528

社会福祉法人 月出里

デイサービスセンター すだちの里

0298-93-1515

3000522 茨城県稲敷市蒲ケ山77

○

0873800569

医療法人社団仁誠会

阿見第一デイサービス

029-888-2060

3000337 茨城県稲敷郡阿見町中郷2-30-6

○

0873800585

社会福祉法人 河内厚生会

指定通所介護事業所 あじさい苑

0297-84-0311

3001331 茨城県稲敷郡河内町生板8907

○

0873800601

社会福祉法人 清栄会

みほデイサービスセンター

0298-91-5561

3000424 茨城県稲敷郡美浦村受領881

○

0873800825

有限会社 モデンナ・ケアサービス

デイサービス ドルチェ

029-891-5600

3000421 茨城県稲敷郡美浦村木原89-1

○

0873800874

医療法人 耕平会

デイサービス デイアンドデイ

029-843-6780

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2033-28

○

0873800882

学校法人 東京醫科大学

東京医科大学茨城医療センター 通所介護イ
キイキばんび

029-888-2202

3000395 茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1

○

0873800940

社会福祉法人 健仁会

デイサービスセンター 千の風・河内

0297-60-4166

3001331 茨城県稲敷郡河内町生板4627

○

0873900013

社会福祉法人 聖朋会

社会福祉法人 聖朋会 サンシャインつくば

0298-97-0101

3000127 茨城県かすみがうら市上大堤210-27

○

0873900195

社会福祉法人 常新会

デイサービスセンター シルトピア

0298-62-1717

3004102 茨城県土浦市本郷1679-1

○

0873900278

社会福祉法人 泰仁会

指定通所介護事業所 デイサービスやさと

0299-43-0811

3150165 茨城県石岡市小倉442-1

○

0873900427

社会福祉法人 あさひ会

グリーンヒル千代田

0299-59-3787

3150065 茨城県かすみがうら市上佐谷2008

○

0873900666

株式会社 メドウェル

デイサービスセンターにいはり

029-829-3200

3004115 茨城県土浦市藤沢3534-1

○

0873900690

社会福祉法人やまびこ

老人デイサービス事業談話館

0299-36-6611

3150112 茨城県石岡市部原784-1

○

0873900740

社会福祉法人 祥風会

デイサービス 憩いの里

029-829-3030

3004117 茨城県土浦市高岡2315

○

0874000102

社会福祉法人 青洲会

デイサービスセンターいなの里

0297-57-1223

3002344 茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2

○

0874000169

株式会社 スマイルケア

株式会社 スマイルケア 指定通所介護事業
所

0297-20-5512

3002406 茨城県つくばみらい市福岡1275-1

○

0874000185

医療法人 慶友会

指定通所介護事業所ピイ・ディ・ジェイ伊奈

0297-20-7272

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2243-1

○

0874000243

有限会社 ホープ

花みずきケアサービス

0297-52-1007

3002443 茨城県つくばみらい市西ノ台南313-6

○

0874100274

社会福祉法人 リベルテ

サンホーム真壁 デイサービスセンター 指定
通所介護事業所

0296-54-0203

3004426

0874100290

社会福祉法人 明康会

紫雲荘 通所介護事業所

0296-52-5711

3004517 茨城県筑西市海老ケ島1999

○

0874100340

社会福祉法人 筑圃苑

筑圃苑デイサービスセンター

0296-37-2215

3080104 茨城県筑西市木戸354

○

0874100431

社会福祉法人 敬和会

指定通所介護事業所 ひだまりの家 やまと

0296-20-6511

3091244 茨城県桜川市大国玉4514-2

○

0874100530

社会福祉法人 恒徳会

恒幸園デイサービスセンター

0296-57-7268

3091117 茨城県筑西市向川澄98-1

○

0874100662

有限会社 大木薬局

大木薬局 筑紫デイサービスセンター

0296-20-7702

3004412 茨城県桜川市真壁町羽鳥1157-1

○

0874200157

社会福祉法人 石下福祉会

デイサービスセンター さくら館

0297-43-8611

3002748 茨城県常総市馬場2245

○

0874200173

社会福祉法人 慈愛会

錦荘 通所介護ステーション

0296-49-3006

3003551 茨城県結城郡八千代町栗山229-1

○

0874200280

有限会社 エッチアイディー八千代福祉事業セン
ター

プライエいつき 通所介護事業所

0296-30-2217

3003524 茨城県結城郡八千代町兵庫472-3

○

0874200314

常総ひかり農業協同組合

ＪＡ常総ひかりデイサービスセンターひまわり

0297-30-8175

3002706 茨城県常総市新石下4365

○

0874200348

社会福祉法人 石下福祉会

デイサービスセンター千代川さくら館

0296-30-1511

3040823 茨城県下妻市五箇574

○

0874200397

社会福祉法人 紬会

デイサービスセンター 玉樹

0296-49-3886

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1

○

0874200421

有限会社 スズショウ

デイサービス 『えがお』

0296-48-3900

3003553 茨城県結城郡八千代町蕗田161-10

○

0874300221

社会福祉法人 下総プリンスクラブ

デイサービスセンター白英荘

0280-98-4318

3060231 茨城県古河市小堤1796-2

○

0874300239

社会福祉法人 さしま福祉会

ファミール境通所介護事業所

0280-87-7111

3060405 茨城県猿島郡境町塚崎4864

○

0874300361

社会福祉法人 五霞町社会福祉協議会

五霞町社協 指定通所介護事業所

0280-80-1165

3060303

0874300379

社会福祉法人 三和みつなみ会

みどりの里指定通所介護事業所

0280-78-1000

3060112 茨城県古河市東山田4796-2

0874300403

社会福祉法人 境町社会福祉協議会

境町社協 指定通所介護事業所

0280-87-2525

3060404

0874300486

茨城むつみ農業協同組合

ＪＡ茨城むつみ デイサービスセンター ぬくも
り

0280-81-1575

3060431 茨城県猿島郡境町西泉田1278-9

茨城県桜川市真壁町下谷貝1449-1 介護老
人福祉施設 サンホーム真壁併設

茨城県猿島郡五霞町江川3201 五霞町福祉
センター「ひばりの里」内

茨城県猿島郡境町長井戸1681-1 境町社会
福祉会館

○

○
○
○
○

0874300510

有限会社 介護サービス花みずき

有限会社 介護サービス 花みずき

0280-87-5735

3060427 茨城県猿島郡境町浦向587-2

○

0874300668

有限会社 セキ

デイサービス さくら苑

0280-77-3511

3060121 茨城県古河市駒込922-15

○

0874300692

有限会社 岬

デイサービスセンターゆうりん

0280-97-1202

3060233 茨城県古河市西牛谷777-3

○

0874300734

社会福祉法人 和風会

秋明館デイサービスセンター

0280-77-3751

3060126 茨城県古河市諸川2530-4

○

0874300825

社会福祉法人 愛和会

デイサービスセンター 愛和苑

0280-93-0234

3060221 茨城県古河市駒羽根320-1

○

0874300833

アサヒケアサービス有限会社

デイサービス みやびの里

0280-91-1581

3060221 茨城県古河市駒羽根1420-1

○

0874300874

有限会社 倖せの里

デイサービス 福寿苑

0280-91-1505

3060222 茨城県古河市釈迦278-1

○

0874300882

有限会社 ピートサービスソリューション

通所介護ひぃらんど

0280-75-0165

3060101 茨城県古河市尾崎3920-14

○

0874300965

株式会社 ほーむけあいしやま

デイサービス 燦燦

0280-81-2155

3060400 茨城県猿島郡境町1520-2

○

0874301013

社会福祉法人 三和みつなみ会

デイサービスセンターみどりの丘

0280-75-0550

3060101 茨城県古河市尾崎3373

○

0874400088

社会福祉法人 宗仁会

デイサービスセンター北相寿園

0297-85-8304

3001546 茨城県取手市岡1476

○

0874400211

社会福祉法人 栄真会

やまなみ園 デイサービスセンター

0297-61-7000

3001616 茨城県北相馬郡利根町立木909

○

0874400260

社会福祉法人 エンゼル会

藤代なごみの郷

0297-70-3352

3001511 茨城県取手市椚木1342-2

○

0874400328

株式会社 ファインケア

デイサービス ぽっかぽか

0297-61-8177

3001631 茨城県北相馬郡利根町早尾610-1，他

○

0874400393

有限会社 モデンナ・ケアサービス

デイサービス 響

0297-61-8500

3001604 茨城県北相馬郡利根町横須賀147

○

0875100083

社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会

桜川市社協岩瀬指定通所介護事業所

0296-76-1357

3091223

0875100091

社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会

桜川市社協真壁指定通所介護事業所

0296-54-2361

3004406 茨城県桜川市真壁町山尾604-1

○

0875200024

有限会社ｆグロウ

デイサービスセンター母里

0479-46-1980

3140254 茨城県神栖市太田568-27

○

0875200040

医療法人社団 公慈会

デイサービスセンター オレンジノート

0299-90-0711

3140135 茨城県神栖市堀割2-26-31

○

0875200115

株式会社 エヌエスサービス

株式会社エヌエスサービス介護事業部 デイ
サービスセンター ふくふく

0479-46-0081

3140256 茨城県神栖市若松中央2-18

○

0875200149

社会福祉法人 マリンピア

すみれデイサービスセンター

0479-46-7781

3140341 茨城県神栖市矢田部12678-7

○

0875200156

株式会社 あうん

ケアサポートのどか

0479-46-0301

3140255 茨城県神栖市砂山1014-166

○

0875300063

有限会社ひなた

デイサービスひなたぼっこ

0299-73-0777

3113822 茨城県行方市岡468-7

○

0875500076

株式会社 ケアウィンド

株式会社 ケアウィンド ケアステージつくばみ
らい指定通所介護事業所

0297-47-2270

3002307 茨城県つくばみらい市板橋1807-33

○

0875600090

社会福祉法人小美玉市社会協議会

小美玉社協デイサービスセンター玉里

0299-58-0511

3113436 茨城県小美玉市上玉里1122

○

0870103074

社会福祉法人 愛の会

通所介護事業所 桜川陽だまり館

029-257-7011

3114153 茨城県水戸市河和田町58

○

0870201258

社会福祉法人 正和会

成華園 多賀デイサービスセンター

0294-38-6220

3160003 茨城県日立市多賀町3-9-17

○

0870500667

社会福祉法人 愛の会

通所介護事業所 石岡陽だまり館

0299-35-5601

3150013 茨城県石岡市府中1-3-10

○

0871200499

有限会社 訪問介護サービスひばり

デイサービス・ひばり

0294-74-2277

3130022 茨城県常陸太田市真弓町1953-2

○

0873300438

社会福祉法人 小瀬福祉会

ディサービスセンターおがわ

02955-6-2500

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬4425

○

0873300552

医療法人 一貫堂会

デイサービスセンター ひなたぼっこ

0295-54-7777

3192200 茨城県常陸大宮市3993

○

0873300750

有限会社 成田整体治療院

リフレ寿

029-282-3110

3191102 茨城県那珂郡東海村石神内宿2448-3

○

0873400147

社会福祉法人 サンピア

デイサービスセンター 金砂郷

0294-76-1200

3130114 茨城県常陸太田市箕町844-1

○

0873600738

株式会社 カシマクオリティーライフ

デイサービスセンターみのり

0479-46-6979

3140341 茨城県神栖市矢田部12642-11

○

0873700280

社会福祉法人 常山会

玉寿荘デイサービスセンター

0299-55-3636

3113513 茨城県行方市手賀1854-1

○

0873800338

社会福祉法人 長寿の森

阿見翔裕園 デイサービスセンター

0298-40-2881

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見5137

○

0873800346

社会福祉法人 盡誠会

指定通所介護事業所 水郷荘

0299-79-2319

3000605 茨城県稲敷市幸田1252

○

0873900237

社会福祉法人 廣山会

指定通所介護事業所プルミエールひたち野

0299-59-5611

3150057 茨城県かすみがうら市上土田330-2

○

0873900492

社会福祉法人 聖隷会

デイサービス 霞ヶ浦の里

029-834-6000

3000132 茨城県かすみがうら市男神356-1

○

0873900500

社会福祉法人 聖朋会

社会福祉法人 聖朋会 デイサービスセンター
あゆみ

029-840-9195

3000214 茨城県かすみがうら市坂933-1

○

0873900567

社会福祉法人 廣山会

デイサービスセンター プルミエールひたち野２
号館

029-833-3300

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉2-21-7

○

茨城県桜川市鍬田612 桜川市岩瀬福祉ｾﾝ
ﾀｰ内

○

0874000052

社会福祉法人 竹育会

社会福祉法人 竹育会 谷和原指定通所介護
事業所

0297-52-1280

3002422 茨城県つくばみらい市古川1047

○

0874100126

社会福祉法人 県西せいかん荘

県西せいかん荘 指定通所介護事業所

0296-57-6531

3091102 茨城県筑西市蓬田241

○

0874300791

社会福祉法人 五霞愛隣会

通所介護デイサービスセンターきららの杜

0280-84-3840

3060313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7331-1

○

0875100182

株式会社 ヤマダヤ

デイサービス 富谷の家

0296-76-2066

3091347 茨城県桜川市富谷1459-1

○

0870103124

アイネット 株式会社

アイネット水戸デイサービス

029-304-6550

3100836 茨城県水戸市元吉田町779-2

○

0870103140

医療法人 博仁会

フロイデ総合在宅サポートセンター水戸けやき
台

029-304-1515

3100841 茨城県水戸市酒門町千束3283-1

○

0870103157

株式会社 桑林

デイサービス水戸桑林

029-243-3335

3100913 茨城県水戸市見川町2537-2

○

0870103181

有限会社 関東メディア

デイサービス 百寿庵

029-212-3591

3114146 茨城県水戸市中丸町2052-9

○

0870301579

株式会社 桑林

デイサービス桑林

029-843-7116

3000871 茨城県土浦市荒川沖東3-17-28

○

0872001656

社会福祉法人 健誠会

指定通所介護事業所シニアガーデンアネック
ス

029-867-7800

3004245 茨城県つくば市水守1189-5

○

0872700364

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑 下館

0296-21-0765

3080051 茨城県筑西市岡芹2130

○

0872900113

株式会社 桑林

デイサービス江戸崎桑林

029-893-1006

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲4864-3

○

0875100208

株式会社 あおぞら

あさひデイサービスセンター

0296-75-6106

3091217 茨城県桜川市犬田778-10

○

0870103207

株式会社 ケア・アミティ

フィットネスデイ 樹樹

029-303-6234

3100912 茨城県水戸市見川4-447-1

○

0870201324

社会福祉法人 ひたちの森会

通所介護 ひたちの森すこやかビレッジ

0294-32-7788

3170052 茨城県日立市東滑川町5-10-3

○

0870301611

株式会社 アトラス

デイホーム青葉

029-833-1335

3000011 茨城県土浦市神立中央2-16-3

○

0870800711

医療法人 竜仁会

デイサービスセンター もみじ館

0297-63-2115

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3937-10

○

0872001755

医療法人社団 みなみつくば会

サンシャインデイサービスセンター

029-838-5900

3050861 茨城県つくば市谷田部6107-14

○

0872700372

株式会社 フレンド

ふれんど筑西デイサービスセンター

0296-28-1001

3080847 茨城県筑西市玉戸1015-5

○

0870103256

有限会社 ユージン

茶話本舗デイサービス水戸吉沢亭

029-303-8820

3100845 茨城県水戸市吉沢町569-50

×

0870201332

ケア企画株式会社

デイサービス クローバー

0294-33-7772

3191411 茨城県日立市川尻町1-15-22

○

0870400629

医療法人 百一会

デイサービスセンター ファミリー

0280-33-8092

3060002 茨城県古河市三杉町2-10-8

○

0871000766

社会福祉法人 康明会

加養の里デイサービスセンター

0296-30-6191

3040048 茨城県下妻市加養493

○

0871100327

合同会社 ラポール

ラポール常総デイサービスセンター

0297-43-1050

3002704 茨城県常総市舘方1038

○

0872101282

社会福祉法人 北養会

社会福祉法人 北養会 デイサービスセンター
北勝園みなみ風

029-262-3110

3111254 茨城県ひたちなか市新堤10791-4

○

0872600218

株式会社 塙建設

茶話本舗デイサービス那珂

029-295-5417

3110111 茨城県那珂市後台3159-1

-

0872700414

社会福祉法人明康会

宮山公園福祉センターさくら荘通所介護事業
所

0296-52-8885

3004504 茨城県筑西市宮山381-1

○

0872900147

島商事株式会社

遊東里

0299-78-3322

3000725

0874200454

株式会社 なごみケアサービス

なごみ苑通所介護事業所

0296-30-3753

3003563 茨城県結城郡八千代町村貫111-3

○

0875300113

有限会社 ホームヘルプたいよう

デイサービス ぽっかぽか

0291-33-1055

3111712 茨城県行方市繁昌752-5

○

0870500691

株式会社 エヌ・エフサポート

デイサービスセンターやまざき

0299-46-7780

3150125 茨城県石岡市山崎3114-2

○

0872400445

医療法人社団 源守会

会田記念リハビリテーション病院デイサービス
センター

0297-48-6783

3020112 茨城県守谷市同地358-5

○

0870301652

有限会社 イノセ

デイサービス ASUKA

029-833-2682

3000011

0870301660

医療法人 慈厚会

デイサービスひかり

029-822-8341

3000031 茨城県土浦市東崎町6-24

○

0871900635

社会福祉法人 河内厚生会

ひだまり牛久

029-874-8488

3001233 茨城県牛久市栄町5-9

○

0872001821

有限会社 いなしき

デイサービス市之台

029-838-0480

3050073 茨城県つくば市市之台121-5

○

0872400452

株式会社 あっとホーム

デイサービスあっとホーム

0297-45-0498

3020104 茨城県守谷市久保ケ丘2-5-16

○

0872800164

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑 岩井

0297-20-8115

3060631 茨城県坂東市岩井1823-1

○

0872900162

社会福祉法人 河内厚生会

指定通所介護事業所さくらがわ

0297-84-0311

3000632 茨城県稲敷市飯出1257-1

○

0873101471

社会福祉法人 博友会

フロイデ城里デイサービスセンター

029-255-7666

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚481-1

○

0873101489

社会福祉法人 つつみ会

デイサービスセンター みどりの杜

029-219-0310

3113157 茨城県東茨城郡茨城町小幡2765-4

○

茨城県稲敷市佐原下手1559-1，同所口ノ
1560

茨城県土浦市神立中央1-1-10池田ビル1階
105

○

○

0871600276

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス デイサービスセンター いわま

0299-37-8045

3190202 茨城県笠間市下郷4166-7

○

0872600226

有限会社 えくぼ

デイサービス えくぼ

029-353-1165

3110111 茨城県那珂市後台1495-1

○

0874301062

有限会社 田園福祉企画

デイサービス はなの郷

0280-80-1873

3060303 茨城県猿島郡五霞町江川4024-2

○

0870103314

社会福祉法人 北養会

デイサービスセンターもくせい

029-303-7373

3100035 茨城県水戸市東原3-2-7

○

0870103397

株式会社 グッド・オフ

ジョイリハ 千波緑岡

029-244-4066

3100851 茨城県水戸市千波町1799-5

○

0870103470

有限会社 オオモリ・ケアサービス

デイサービス・元吉田

029-248-2561

3100836 茨城県水戸市元吉田町1604-5

○

0870103553

社会福祉法人 木犀会

特別養護老人ホーム はぎの郷

029-291-7780

3100841 茨城県水戸市酒門町2946-3

○

0870103595

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち内原

029-259-0761

3190315 茨城県水戸市内原町107-1

-

0870103603

医療法人社団 北水会

医療法人社団北水会 リハビリデイサービスセ
ンターかわわだ

029-257-6617

3114153 茨城県水戸市河和田町3003-1

○

0870201365

有限会社 紫陽花ケアサポート日立

あじさいデイサービス

0294-21-3488

3170071 茨城県日立市鹿島町1-11-12

○

0870201423

社会福祉法人 愛正会

特別養護老人ホーム 一想園

0294-43-0990

3191416 茨城県日立市田尻町2-8-10

○

0870301744

株式会社 いっしん

デイサービスここいち土浦

029-830-3002

3000028 茨城県土浦市おおつ野8-24-11

-

0870301777

株式会社 テイク１

からだはうす

029-875-7737

3000823 茨城県土浦市小松2-12-6

○

0870400678

株式会社 ヒューマン・ケア

ケアもも デイサービス

0280-23-2340

3060235 茨城県古河市下辺見字東畑2450

○

0871000790

株式会社あおば

あおばデイサービス

0296-44-6721

3040075 茨城県下妻市南原124-1

○

0871100368

株式会社 ケアホームなかお

デイサービス 華

0297-23-3011

3002505 茨城県常総市中妻町1023-2

○

0871100376

株式会社 紫峰

デイサービス紫峰

0297-43-9257

3002741 茨城県常総市国生1314-1

○

0871100426

有限会社 豊玉

さくらんぼ 指定通所介護事業所

0297-27-5070

3030041 茨城県常総市豊岡町乙3587

○

0871100467

社会福祉法人 寿広福祉会

デイサービスセンター Ｌ・ハーモニー石下

0297-44-6616

3002702 茨城県常総市原宿1155

○

0871200523

株式会社エラン

梅里ガーデンアクアビラデイスパセンター

0294-76-0999

3130124 茨城県常陸太田市大平町666

○

0871200564

株式会社 トラスト

ケアサポート 太田

0294-72-8584

3130043 茨城県常陸太田市谷河原町1179-1

○

0871400362

株式会社 三渡

デイサービスわが家 その２

0293-24-0305

3180034 茨城県高萩市高萩253

○

0871500484

有限会社ライフサポート平賀

トレーニングルーム輝き

0293-43-7059

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1630-251

○

0871500492

特定非営利活動法人 虹

デイサービスセンター きずな

0293-44-7010

3191704 茨城県北茨城市大津町北町2564-1

○

0871500518

有限会社 在宅介護プランこごみ

デイサービスこごみ

0293-43-1230

3191552 茨城県北茨城市中郷町足洗751-2

○

0871600292

有限会社ともべ看護ケアセンター

デイサービスともべケアセンター

0296-71-9638

3091717 茨城県笠間市旭町468-30

○

0871700670

ケアプロジェクト株式会社

デイサービスまどか

0297-84-6070

3020034 茨城県取手市戸頭8-7-27

○

0871900650

有限会社幸

健康サポートセンターきらり ひたち野牛久

029-875-9930

3001206 茨城県牛久市ひたち野西4-24-11

○

0872001847

有限会社 アイシーネット

アイシーネット さくらデイサービスセンター

029-896-5300

3050004 茨城県つくば市柴崎1055

○

0872001870

株式会社 ツクイ

ツクイ花畑

029-877-6287

3003261 茨城県つくば市花畑3-21-3

○

0872101324

株式会社 ライツ

茶話本舗デイサービスひたちなか

029-219-5334

3120052 茨城県ひたちなか市東石川1296-18

-

0872101357

株式会社 ありが園

デイサービス ありが湯

029-270-3141

3120002 茨城県ひたちなか市高野212-159

○

0872200589

特定非営利活動法人 なごみの会

なごみホーム

0299-69-9753

3112224 茨城県鹿嶋市奈良毛字飯名田410番地1

○

0872300355

有限会社茨城まごころ介護サービス

デイサービスこころ

0299-80-9066

3112423 茨城県潮来市日の出1-21-1

○

0872500202

株式会社ライフケアサービス

デイサービスセンター 時喜

0295-55-2165

3114615 茨城県常陸大宮市下伊勢畑948-8

○

0872600242

株式会社 塙建設

茶話本舗デイサービス額田

029-298-9526

3110109 茨城県那珂市額田東郷40-1

-

0872700463

日本ホスピタリティサービス株式会社

Re笑サービス レストーレ明野

0296-52-6735

3004525 茨城県筑西市寺上野1178-11

○

0872800198

合同会社 パートナーシップ

デイサービスセンター ひかりの畑

0297-34-3760

3060653 茨城県坂東市駒跿940-3

○

0872800214

有限会社 わかなケアサービス

わかなケアサービス

0297-20-9570

3060656 茨城県坂東市寺久107-3

○

0873000145

株式会社 介護家喜楽

デイサービスセンター すーさん家

0299-24-5015

3150075 茨城県かすみがうら市中志筑1452-5

○

0873101497

特定非営利法人 認知症ケア研究所

デイサービスセンター お多福 茨城町

029-240-1556

3113131 茨城県東茨城郡茨城町小堤1136

○

0873801005

株式会社エステル

株式会社エステル

029-887-0625

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗1749-1

○

0874301088

株式会社 なかよしホーム

デイサービスなかよしホーム

0280-87-6288

3060433 茨城県猿島郡境町2175-55

○

0875300121

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち玉造

0299-35-6650

3113512 茨城県行方市玉造甲476-1

-

0875400079

有限会社エスエス住建

デイサービスセンター坂本さんち

0291-35-7007

3112104 茨城県鉾田市梶山1949

○

0875500092

有限会社 ホープ

デイサービス葵

0297-57-7055

3002337 茨城県つくばみらい市谷井田2008-8

○

0875500118

株式会社 佐瀬トータルケアセンター

アネシス・シャローム絹の台

0297-44-4737

3002436 茨城県つくばみらい市絹の台3-10-7

○

0875600140

株式会社スマイルハート

デイサービスセンター・スマイルハート

0299-28-8000

3190121 茨城県小美玉市羽刈638-15

○

0875600157

非営利活動法人 障害者雇用促進協会

デイサービスセンター よつば

0299-56-2855

3190123 茨城県小美玉市羽鳥2727-11

○

0870103637

株式会社 ゆりかご

ゆりかご あっとホーム

029-222-9668

3114206 茨城県水戸市飯富町3467-1

○

0870103710

医療法人博仁会

フロイデ総合在宅サポートセンター水戸河和田

029-257-1755

3114153 茨城県水戸市河和田町2893

○

0870103728

有限会社 ファイブアローズ

あおぞらデイサービスひまわり

029-251-4122

3114152 茨城県水戸市河和田1-2430-4

○

0870103744

株式会社マネジメントセンター

デイサービス野ばら

029-306-7742

3100851 茨城県水戸市千波町2872-35

×

0870103793

原口商事株式会社

デイホーム 暖

029-297-9668

3100853 茨城県水戸市平須町1075-2

○

0870103819

株式会社 フィールドスカイ

茶話本舗デイサービス千波亭

029-244-1250

3100851 茨城県水戸市千波町598-10

-

0870103843

株式会社カインドケア水戸

デイサービス百合が丘

029-306-8761

3111135 茨城県水戸市六反田町1000-2

○

0870103884

サンハート株式会社

デイサービス笑がお

029-306-8699

3190323 茨城県水戸市鯉淵町6123-223

○

0870201498

株式会社塙建設

茶話本舗デイサービス会瀬

0294-29-6303

3170076 茨城県日立市会瀬町2-27-11

-

0870201571

有限会社紫陽花ケアサポート日立

あじさいデイサービス滑川

0294-26-0083

3170051 茨城県日立市滑川本町2-13-3

-

0870301868

株式会社アネックス

いきいきらいふSPA 土浦田中

029-875-4126

3000048

茨城県土浦市田中1-6-3クラフト田中一丁目
テナントⅡ

○

0870301892

株式会社 ヤックスケアサービス

ヤックスデイ土浦真鍋

029-824-1501

3000051

茨城県土浦市真鍋3-3386ヤックスドラッグ土
浦真鍋店内

○

0870400827

株式会社介護NEXT

GENKI NEXT 古河小堤

0280-98-0363

3060231 茨城県古河市小堤1986-1

○

0870400850

株式会社 日本ヒューマンサポート

デイサービスセンターヒューマンサポート古河

0280-30-1680

3060023 茨城県古河市本町1‐3‐30

○

0870500683

有限会社 百百花

デイサービスセンター百百花

0299-24-5071

3150015 茨城県石岡市貝地2-6-24

-

0870500782

SRM株式会社

デイサービスなごみの郷

0299-43-2885

3150105 茨城県石岡市大塚1154-2

○

0870500816

株式会社ミラクル・ウィン

茶話本舗デイサービス七福家大黒天石岡

0299-56-3861

3150033 茨城県石岡市東光台4-11-7

-

0870700432

合同会社 青山

デイサービスあおやま

0296-32-7767

3070001 茨城県結城市結城6550－1

○

0870800760

株式会社ジェイライフ

デイサービス モルセラ 龍ヶ崎

0297-85-2730

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町上米620-1

○

0871100491

アイネライフサービス株式会社

茶話本舗デイサービス三妻

0297-22-7180

3002506 茨城県常総市三坂町1487

-

0871600425

有限会社ともべ看護ケアセンター

デイサービス下郷

0299-45-9638

3190202 茨城県笠間市下郷４５３６－１１５

○

0871900676

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター牛久南

029-878-5035

3001222 茨城県牛久市南3-20-2

○

0872001987

医療法人 健佑会

つくばフィジカルフィットネススタジオ

029-864-8155

3003253 茨城県つくば市大曽根3721-9

○

0872001995

リハビリテーションクリエーターズ株式会社

デイサービス ビーンズリハビリセンター

029-850-3914

3050043 茨城県つくば市大角豆2012－247

○

0872002019

有限会社 陽和日

デイサービスひなた

029-879-7626

3003261 茨城県つくば市花畑3-4-5

○

0872002068

医療法人 筑峰会

デイケアホーム飯田医院つくばの里

029-850-8330

3004353 茨城県つくば市沼田101

○

0872002076

社会福祉法人慈陽会

はっぴーデイサービスセンター

029-837-1137

3050861 茨城県つくば市谷田部4377-2

○

0872002126

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社

先進デイサービス イー未来

029-828-8282

3050817

0872101365

早川汽船株式会社

デイサービスセンター なぎの木

029-265-1003

3111201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町172-19

○

0872101407

株式会社ライツ

茶話本舗デイサービス中根亭

029-219-7003

3120011 茨城県ひたちなか市中根4838-6

-

0872101415

株式会社ライブコアサポート

デイサービスSARA（さら）

029-219-7747

3120062 茨城県ひたちなか市高場845

○

0872200613

社会福祉法人神和会

デイサービスセンター 大野の郷

0299-78-7881

3112215 茨城県鹿嶋市和825番5

○

0872400486

株式会社DKS

デイサービス優善

0297-44-6180

3020104 茨城県守谷市久保ケ丘2-10-5

○

茨城県つくば市研究学園C50街区1イーアス
つくばCYBERDYNE STUDIO内

○

0872400502

株式会社シェルパ

デイサービスうらら

0297-44-5252

3020125 茨城県守谷市高野2013-1

○

0872600275

株式会社アペックス

デイサービスはる風

029-219-7255

3110118 茨城県那珂市福田237

○

0872700505

株式会社ホーリング

デイサービスみんなの家

0296-21-5611

3080127 茨城県筑西市関本下1753-1

○

0872700521

株式会社 つくばアカデミー

つくばアカデミーデイサービスセンター

0296-25-2948

3080827 茨城県筑西市市野辺176-4

○

0872900212

株式会社ティエラ・エテルナ

でいさーびす ゆったり和の家

029-834-5105

3000528 茨城県稲敷市上君山2533

○

0872900238

株式会社 深沢商事

福祉サービスみどり 通所介護事業所

0299-94-7016

3000616 茨城県稲敷市東大沼626-2

○

0873000186

株式会社ＧＰファクトリー

デイホーム若葉

029-834-6830

3000213 茨城県かすみがうら市牛渡3275-6

○

0873000194

株式会社 いっしん

デイサービスここいち神立

029-830-2551

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉2-17-39

-

0873301071

特定非営利活動法人オリヴィエ東海

デイサービスセンター ハビリス

029-219-7814

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川833-6

○

0873301089

特定非営利活動法人 オリヴィエ東海

ケアホーム楓

029-219-6880

3191114 茨城県那珂郡東海村須和間1442-2

○

0873801021

社会福祉法人 青洲会

デイサービスセンター 阿見こなん

029-879-8588

3000312 茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10

○

0873801047

ウエルシア介護サービス株式会社

デイサービスセンター さとのこハウス荒川本
郷

029-834-2238

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷3-3-1

○

0874200488

有限会社 エッチアイディー八千代福祉事業セン
ター

プライエいつき通所介護事業所 弐番館

0296-30-2217

3003524 茨城県結城郡八千代町兵庫472-4

-

0874301096

有限会社関根自動車

介護支援センターたんぽぽ

0280-81-3083

3060416 茨城県猿島郡境町伏木1227

○

0874400435

株式会社 ファインケア

デイサービス ほんのり

0297-85-3373

3001636 茨城県北相馬郡利根町羽根野800-66

○

0875200297

一般社団法人三宝

健康サポートうらら

0299-77-8784

3140128 茨城県神栖市大野原中央3丁目1番50号

○

0875200305

社会福祉法人梅寿会

デイサービスセンター はまなす

0299-96-6630

3140114 茨城県神栖市日川字石塚4112

○

0875200354

株式会社さんわケアサービス

さんわケアサービス通所介護事業所神栖

0479-48-0210

3140345 茨城県神栖市土合南1-8-21

○

0875400095

株式会社 鉾田総合福祉サービス

通所介護事業所 ケアセンターほこた

0291-40-0002

3111503 茨城県鉾田市徳宿字溜ノ上3073-5

○

0875600199

社会福祉法人 梅行会

通所介護事業所 せせらぎ荘

0299-37-1732

3113422 茨城県小美玉市中延６７６－７

○

0870103868

株式会社レオ・ケアー

デイサービスセンター なご家 水戸千波サー
ビス

029-291-5328

3100851 茨城県水戸市千波町2274-10

○

0870301918

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち永国

029-879-5522

3000817 茨城県土浦市永国903-1

-

0871500542

企業組合 夢なかま

夢なかま 通所介護

0293-24-9002

3191554 茨城県北茨城市中郷町粟野1205-5

○

0871900684

株式会社敬明

ケア処牛久 デイサービスセンター

029-875-3362

3001221 茨城県牛久市牛久町3290-1

○

0872002159

株式会社 ヴァティー

ケアステーションあさひつくば

029-848-5170

3050817 茨城県つくば市研究学園4-4-13

○

0872101449

株式会社 ハナワ

茶話本舗デイサービス勝倉

029-219-6813

3120024 茨城県ひたちなか市勝倉2683-1

-

0872500251

株式会社塙建設

茶話本舗デイサービス大宮

0295-55-8395

3192142 茨城県常陸大宮市上岩瀬981

-

0875200370

医療法人社団公慈会

デイサービスセンターやすべ～

0299-94-7450

3140146 茨城県神栖市平泉903-30

○

0875200396

エヌエス商事 株式会社

ふくふく倶楽部

0479-46-0116

3140254 茨城県神栖市太田523

○

0875300147

社会福祉法人親和会

みづ帆

0299-72-2331

3113800 茨城県行方市蒲縄121-5

○

0870103934

株式会社 花音

デイホーム花音

029-305-5265

3100853 茨城県水戸市平須町1828-539

○

0870201597

株式会社 稲村技研

茶話本舗デイサービス千石亭

0294-33-7855

3160013 茨城県日立市千石町4-7-10

-

0871600441

有限会社 モリ・ケア・サービス

デイサービスセンター いわまの郷

0299-45-2433

3190202 茨城県笠間市下郷6004-1

○

0871700746

株式会社 システージスガヤ

デイサロン・とりでケア

0297-73-6700

3020022 茨城県取手市本郷1-31-15

○

0872002183

株式会社 笑福

デイサービス七福

029-869-9779

3050068 茨城県つくば市中内56-8

○

0872600291

ベストパートナー介護株式会社

元気わくわくデイサービス

029-295-8839

3110105 茨城県那珂市菅谷618-40

○

0872700539

有限会社 ロメオ

デイサービス 凛

0296-25-7711

3080847 茨城県筑西市玉戸1353-8

○

0872700554

株式会社おぐりケアサービス

デイホーム おぐり

0296-57-1930

3091101 茨城県筑西市小栗3754

○

0870103967

株式会社 ヴァティー

ケアステーションあさひ 水戸内原

029-259-0180

3190315 茨城県水戸市内原町910‐1

○

0871200622

合同会社 郷の家

デイサービス 郷の家

0294-76-3815

3130134 茨城県常陸太田市中野町580-3

○

0871600474

株式会社 シャロン

デイサービス・シャロン

0296-73-5558

3091611 茨城県笠間市笠間1466-1

○

0875300154

社会福祉法人 寛仁会

デイサービスセンターいきいき

0299-77-8311

3113832 茨城県行方市麻生1085-4

○

0870104007

医療法人社団 相川会

デイサービスセンター 千波湖倶楽部

029-243-2822

3100851 茨城県水戸市千波町214-6

○

0870104015

有限会社 ＢＨＣ

ホームケア心の里デイサービスセンター

029-254-6610

3114142 茨城県水戸市東赤塚4353

○

0870104031

株式会社 フィールドスカイ

茶話本舗デイサービス住吉亭

029-248-0655

3100844 茨城県水戸市住吉町22-14

-

0871100509

アイネライフサービス株式会社

茶話本舗デイサービス豊岡

0297-44-4971

3030041 茨城県常総市豊岡町乙877-6

-

0871400388

有限会社 長寿の湯

デイサービス 山の湯

0293-23-0126

3180004 茨城県高萩市上手綱3028

○

0871400404

社会福祉法人 愛孝会

聖孝園高萩東口 デイサービスセンター

0293-44-3110

3180014 茨城県高萩市東本町2-73-8

○

0872700562

日本ホスピタリティサービス株式会社

Ｒｅ笑ｻｰﾋﾞｽ レストーレ下館

0296-23-6170

3080052 茨城県筑西市菅谷1637

○

0873101554

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス デイサービスさざ波

029-266-3287

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町7986-36

○

0874200504

社会福祉法人 紬会

デイサービスセンター じゅげむ

0296-49-3886

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1

○

0874301104

株式会社 スリーエスハート

たいようの家

0280-23-1380

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸288-1

○

0875600249

社会福祉法人 久遠会

デイサービスセンター ほのか

0299-36-8071

3190116 茨城県小美玉市中台145-4

○

0870104056

株式会社 ＨＲＴ

茶話本舗デイサービス上水戸亭

029-222-5605

3100041 茨城県水戸市上水戸1-2-34

-

0870104064

特定非営利活動法人 いきいきほろの里

NPO法人 いきいきほろの里

029-255-5671

3114154 茨城県水戸市萱場町1013-7

○

0870201613

株式会社アイエヌシー

日立デイサービス ひだまり

0294-54-2300

3170052 茨城県日立市東滑川町2-18-5

○

0870800786

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち龍ケ崎

0297-85-3566

3010841 茨城県龍ケ崎市白羽4-4-6

-

0871500567

株式会社 優

デイサービス つきあかり

0293-44-3350

3191702 茨城県北茨城市大津町2542-1

○

0871600482

有限会社 ユージン

茶話本舗デイサービス 友部館

0296-73-5560

3091705 茨城県笠間市東平1-4-4

-

0871900726

株式会社 テイク１

みどり野からだはうす

029-886-3306

3001222 茨城県牛久市南6-4-1

○

0872002225

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち谷田部

029-869-9751

3050868 茨城県つくば市台町2-5-2

-

0872101480

ハートメディカル介護サービス 株式会社

ハート＆アットホームデイサービスみなと

029-276-0810

3111223 茨城県ひたちなか市栄町1-11-9

-

0875100224

有限会社 イケダ

デイサービスセンター ゆずの里

0296-73-5668

3091341 茨城県桜川市門毛2297-3

○

0870201647

コンテック株式会社

デイサービスまごころの家 金沢

0294-25-7607

3160015 茨城県日立市金沢町4-20-10

○

0870400876

社会福祉法人 愛和会

デイサービスセンタ－ 希望の森

0280-98-6200

3060201 茨城県古河市上大野1889-1

○

0870800802

株式会社 マッスルパワー

デイサービスいこい龍ヶ崎

0297-84-6989

3010032 茨城県龍ケ崎市佐貫3-18-10

-

0873101562

株式会社 アリア

デイホーム アリア 城里

0296-70-6112

3114402 茨城県東茨城郡城里町小勝385

○

0873301105

社会福祉法人 オークス・ウェルフェア

オークス東海デイサービス

029-306-4165

3191115 茨城県那珂郡東海村船場588-7

○

0875200438

株式会社 ゆりグループ

ふかしばリハビリデイサービス

0299-77-9977

3140142 茨城県神栖市深芝南2-29-24

○

0870104106

株式会社キャリアプラス

デイサービス ケアプラスけやき台

029-247-2979

3100842 茨城県水戸市けやき台1-53-1

-

0870400934

株式会社 しもふさの郷

デイサービスセンター こすもす

0280-75-0170

3060111 茨城県古河市大和田1802-1

○

0871900783

エイシントラスト株式会社

デイサービス くつろぎの家

029-842-8568

3001201 茨城県牛久市東猯穴町825-1

-

0872400585

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち守谷

0297-44-8505

3020109 茨城県守谷市本町3294-2

-

0872900261

一般社団法人 里の心

通所介護事業所こころの家

0299-94-8721

3000748 茨城県稲敷市清久島1032

○

0870104080

社会福祉法人 聖愛会

聖愛園元吉田デイサービスセンター

029-353-6100

3100836 茨城県水戸市元吉田町894-16

○

0870104114

特定非営利活動法人 なごみの家

なごみの家

029-353-6753

3100004 茨城県水戸市青柳町藤柄4713

○

0870104155

社会福祉法人 親愛会

デイ 藤が原

029-222-9988

3114201 茨城県水戸市藤井町1117-1488

○

0870104163

株式会社 県央福祉サービス

デイサービス ローズ苑みと

029-306-8021

3114144 茨城県水戸市開江町297-2

○

0870201688

社会福祉法人 聖愛会

聖愛園千石デイサービスセンター

0294-33-5300

3160013 茨城県日立市千石町1-7-6

○

0870500857

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち石岡

0299-56-5662

3150116 茨城県石岡市柿岡2314-13

-

0870700465

有限会社 ユモト

デイサービス ゆもと

0296-47-5403

3070021 茨城県結城市上山川2455-3

○

0872101506

株式会社 ライツ

茶話本舗 東石川亭

029-219-8563

3120058 茨城県ひたちなか市西光地3-4-10

-

0873000244

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち稲吉

029-886-4101

3150053 茨城県かすみがうら市稲吉東3-7-12

-

0873801070

株式会社 オーシャン

デイサービス希望～きぼう～

029-887-9049

3000334 茨城県稲敷郡阿見町鈴木59-63

○

0875300170

有限会社 ケアーさくら

通所介護事業所 さくら

0299-94-8550

3113836 茨城県行方市南９５－７

○

0875300188

有限会社 ホームヘルプ たいよう

デイサービス おひさま

0291-32-8151

3111712 茨城県行方市繁昌642-1

○

0870104197

有限会社 オオモリ・ケアサ－ビス

デイサービス・どすこい

029-229-8885

3114201 茨城県水戸市藤井町878-1

○

0870104213

株式会社 ケアセンターつぐみ

デイサービスセンターつぐみ

029-291-6058

3100034 茨城県水戸市緑町3-9-12

○

0870104221

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち水戸

029-353-6761

3114143 茨城県水戸市大塚町1612-2

-

0870104247

株式会社 Mie Corporation

デイホーム ゆめ

029-259-5355

3190315 茨城県水戸市内原町845-1

○

0870400959

医療法人 百一会

デイサービス ゆずり葉

0280-31-1281

3060002 茨城県古河市三杉町2-10-8

○

0872400619

株式会社 マッスルパワー

デイサービス いこい 守谷

0297-44-8547

3020127 茨城県守谷市松ケ丘7丁目7-14

-

0873301121

株式会社ＶｉＶｉ

デイサービス オレンジケア

029-219-6476

3191109 茨城県那珂郡東海村白方中央2-13-37

○

0873301139

医療法人 愛仁会

萬有の森 メディック東海

029-291-8632

3191113 茨城県那珂郡東海村照沼22-3

○

0875200453

株式会社 ハーベストシーズン

デイサービス 碧の郷

0299-77-8692

3140133 茨城県神栖市息栖3079-782

○

0870400967

有限会社 岬

デイサービスゆうりん 東館

0280-98-5345

3060232 茨城県古河市東牛谷135-2

○

0872800271

社会福祉法人 緑平会

延寿館 デイサービスセンター

0297-35-3715

3060645 茨城県坂東市長須1188-2

○

0872900287

特定非営利活動法人 認知症介護家族の会うさぎ デイサービスうさぎ

0299-77-9173

3000617 茨城県稲敷市福田1597

○

0872101530

株式会社 ヒロ・カンパニー

介護の家 アンジュ

029-285-2027

3120003 茨城県ひたちなか市足崎1512-10

○

0872300363

株式会社 縁

デイサービスセンター えんむすび

0299-64-6620

3112436 茨城県潮来市牛堀707-3

○

0870104296

原口商事株式会社

デイホーム ローズガーデン

029-350-1088

3100853 茨城県水戸市平須町957-3

○

0870302031

早川汽船株式会社

デイサービスセンター なぎの木土浦

029-869-9512

3000805 茨城県土浦市宍塚333-1

○

0871900775

有限会社 サカモト

デイサービスセンター のぞみ

029-879-7036

3001217 茨城県牛久市さくら台3-61-1

○

0871900791

有限会社 チャンス

ほっと

029-873-2525

3001234 茨城県牛久市中央3-36-1

○

0872002282

茨城日産自動車株式会社

デイサービス こもれび

029-886-8623

3050005 茨城県つくば市天久保4-10-4

○

0873000269

特定非営利活動法人 ファミリー会

デイサービス 光優

029-832-0222

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉6211-8

○

0870104304

株式会社 蒼杜

デイサービスセンター Distage 悠壽

029-353-7522

3100903 茨城県水戸市堀町1075-11

○

0870201696

環境クリーン開発 株式会社

デイサービス弘法大師温泉

0294-52-3570

3191231 茨城県日立市留町788-3

○

0870302056

株式会社マッスルパワー

デイサービス いこい土浦

029-886-8589

3000007 茨城県土浦市板谷7-601-44

-

0871200648

株式会社 ながたの里工房

デイサービスセンター 花・大里

0294-33-5966

3130125 茨城県常陸太田市大里町1842-27

○

0871200655

株式会社ハリカ太田店

茶話本舗 太田デイサービス

0294-33-6920

3130004 茨城県常陸太田市馬場町541

-

0871200663

有限会社 ワコー介護サービス

デイサービス ワコー大里

0294-70-3388

3130125 茨城県常陸太田市大里町237-1

○

0871600490

株式会社ＣＮＣサービス

デイサービスセンターおひさま

0296-71-4003

3091722 茨城県笠間市平町1755-4

○

0872002324

医療法人社団健康尚仁会 飯村病院

デイサービス なかよし

029-867-6877

3004231 茨城県つくば市北条4408-3

○

0872101548

医療法人 博仁会

ひたちなかリハビリ機能強化型デイサービスセ
ンター

029-275-5050

3120003 茨城県ひたちなか市足崎1474-7

○

0872101555

医療法人 博仁会

ひたちなかシルバーフィットネスセンター

029-275-5050

3120003 茨城県ひたちなか市足崎1474-7

○

0872700612

株式会社 真心

まごころ介護サービス

0296-48-8488

3004515 茨城県筑西市倉持1160-5

○

0873801096

鈴蘭株式会社

すずらんデイサービス

029-886-8451

3001157 茨城県稲敷郡阿見町小池1631-4

○

0871200671

株式会社 いばらきのケア

いばらきのケア デイサービスセンターひたち
おおた

0294-33-8677

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町849

○

0871700787

株式会社 タイセイ警備保障

タイセイデイサービス

0297-78-3913

3020033 茨城県取手市米ノ井177-1

○

0872002308

株式会社 愛カンパニー

あいデイサービス

029-848-1050

3002645 茨城県つくば市上郷1600-1

○

0872101563

有限会社 清心学園

デイサービス オアシス高場

029-219-9181

3120062 茨城県ひたちなか市高場1595-26

○

0873301154

コンテック株式会社

デイサービスまごころの家 村松

029-306-5005

3191112 茨城県那珂郡東海村村松299-1

○

0874301112

谷野ロジテム株式会社

ホームケアセンターごか

0280-23-2201

3060313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5395-2

○

0875500183

有限会社 さくらの里

デイサービス さくらの里

0297-44-9005

3002406 茨城県つくばみらい市福岡3000-1

○

0870201738

有限会社 紫陽花ケアサポート日立

あじさいデイサービス池の川

0294-33-8155

3160033 茨城県日立市中成沢町1－16－10

○

0870201746

株式会社 アルティー

らいおんハートリハビリ温泉デイサービス日立
南

0294-33-7303

3191233 茨城県日立市神田町1368-1

○

0871200689

株式会社 スマイルタウン

でいさーびす まちや

0294-33-8533

3110311 茨城県常陸太田市町屋町1296-7

○

0871200697

合同会社明希

デイサービスせせらぎ

0294-33-8871

3130122 茨城県常陸太田市玉造町972-1

○

0871600508

特定非営利活動法人 ＮＰＯこすもす

たまり場・デイ茶ービス

0296-73-5541

3091715 茨城県笠間市湯崎1048-13

○

0871900825

株式会社 真心

デイサービス 奏で

029-870-5502

3001232 茨城県牛久市上柏田4-26-18

○

0871900841

医療法人

あげひばり リハビリデイサービス

029-878-2520

3001206 茨城県牛久市ひたち野西4-3-3

○

0871900866

株式会社 エヌケイコーポレーション

デイサービス ひたち野

029-875-6571

3001207 茨城県牛久市ひたち野東4-8-4

-

0872002365

株式会社 ユニマットそよ風

松代ケアセンター そよ風

029-850-3715

3050035 茨城県つくば市松代4-8-2

○

0872101571

有限会社 ソフト・ケア

本郷の森 デイサービス おひさま館

029-273-7755

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡2758-1

○

0872101589

株式会社キャリアプラス

デイサービス ケアプラス市毛

029-273-8888

3120033 茨城県ひたちなか市市毛622-23

○

0872600341

株式会社 トラスト

ケアサポート さくら

029-352-1627

3110107 茨城県那珂市額田南郷2381-18

○

0873101604

社会福祉法人 親愛会

デイサービスセンター ウィステリア倶楽部

029-240-7880

3113115 茨城県東茨城郡茨城町前田1707-349

○

0875600264

株式会社 暖日

デイサービス杏月おみたま

0299-48-2003

3190136 茨城県小美玉市手堤296-2

○

0870104353

医療法人 三真会

デイサービス はらだ

029-259-2496

3190315 茨城県水戸市内原町846-2

○

0870104379

有限会社 クレーンマーケット

デイサービス野ばら 堀町館

029-353-8951

3100903 茨城県水戸市堀町1147-125

-

0870201753

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家 塙山

0294-28-5600

3160015 茨城県日立市金沢町2-5-43

○

0871600532

聖北会 有限会社 敬七商事

通所介護事業所 やまびこ

0296-78-5553

3091736 茨城県笠間市八雲2-1058-219

○

0871700829

ケアプロジェクト株式会社

デイサービス のどか

0297-85-2066

3020034 茨城県取手市戸頭1502-6

○

0872002381

ウエルシア介護サービス株式会社

デイサービスセンターさとのこハウス学園中央

029-850-3878

3050033 茨城県つくば市東新井25-2

○

0872400643

株式会社 スターティングアゲイン

デイサービス 守谷 リハビリテーションセン
ター

0297-44-9766

3020119

0872600366

コンテック株式会社

デイサービスまごころの家 那珂

029-270-8355

3110106 茨城県那珂市杉451-1

○

0872700653

合同会社 青山

リハビリデイサービスあおやま

0296-28-0027

3080853 茨城県筑西市伊讃美850-1

○

0874200512

株式会社 介護サービスひなた

デイサービス ひなた

0296-30-2660

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷2126-1

○

0870104403

株式会社 鳳凰ライフケア

アシストケアクラブ水戸北

029-353-8915

3100055 茨城県水戸市袴塚3-10-15

○

0871200713

合同会社 介護支援まつもと

デイサービス ゆりの里

0294-33-7655

3130351 茨城県常陸太田市天下野町7064

○

0872101597

株式会社 ライフケアサービス

デイサービス 時歩

029-353-8839

3120035 茨城県ひたちなか市枝川1253-5

○

0873301162

有限会社 あおば

シルバーサロン デイサービス らく～だ

029-219-9375

3191101 茨城県那珂郡東海村石神外宿2460-6

○

0870104429

有限会社 マイ・シティー

レッツ倶楽部 水戸

029-305-5022

3100852

0870104452

有限会社 オルソメディカルサービス

デイサービス 桜香

029-353-8386

3100851 茨城県水戸市千波町2776-16

○

0870201795

社会福祉法人 山水苑

山水苑デイサービス滑川

0294-33-8836

3170053 茨城県日立市滑川町2-13-20

○

0870201803

株式会社 ハッピーライフ

ハッピーライフ桜川１号店

0294-51-5583

3160002 茨城県日立市桜川町4-3-5

-

0870302106

株式会社 テイク１

つくばからだはうす

029-886-8873

3000849 茨城県土浦市中村西根字後稲1055-1

-

0871600573

ケアセンターいずみ 株式会社

通所介護事業所 いずみ

0299-45-0025

3190209 茨城県笠間市泉2360-1

○

0871600599

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス デイサービスセンター かさま

0296-73-0026

3091611 茨城県笠間市笠間1428-6

○

0871700845

株式会社 シニアライフパートナー

デイサービスセンター SLP取手

0297-85-4581

3001512 茨城県取手市藤代153-1

○

0872700679

ヤマト精機 株式会社

デイサービス野ばら ハッピータイム

0296-54-5771

3080112 茨城県筑西市藤ケ谷1763-10

-

0875400103

株式会社 まほろば

通所介護サービス まほろば

0291-37-0336

3111412 茨城県鉾田市玉田1046-11

○

0870104460

株式会社 ケアレジデンス

コミュニティガーデン百合が丘

029-304-5321

3111134 茨城県水戸市百合が丘町814-524

○

耕平会

茨城県守谷市御所ケ丘2-11-2 山田ビル1
階

茨城県水戸市笠原町1191-2 第一斉藤ビル
101号室

○

○

0870104478

株式会社 ケアレジデンス

コミュニティガーデン百合グラス

029-304-5321

3111134 茨城県水戸市百合が丘町814-524

-

0870104486

ログ建築株式会社

オレンジケア水戸デイサービスセンター

029-306-8273

3114152 茨城県水戸市河和田1-1704-12

○

0870104494

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ水戸千波デイサービスセンター

029-291-6205

3100851 茨城県水戸市千波町291

○

0870104528

株式会社 アリア

デイホーム アリア 大串

029-353-7961

3111115 茨城県水戸市大串町876

○

0870104536

株式会社 エースプロジェクト

マイカイフィットネスクラブ見和

029-353-8367

3100911 茨城県水戸市見和2-191-1緑川ビル１F

○

0872101613

コンテック株式会社

デイサービスまごころの家ひたちなか馬渡

029-354-1151

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡2910-7

○

0872101621

医療法人 森田記念会

プロスペクト カーサたかば デイサービス

029-229-0771

3120058 茨城県ひたちなか市西光地3-16-1

○

0873101638

株式会社 佐久間建材

デイサービス さるびあ

029-292-3565

3113103 茨城県東茨城郡茨城町野曽1081

○

0875100257

関東資源株式会社

デイサービスセンター ひばり

0296-76-5021

3091453 茨城県桜川市友部951-1

○

0870302114

株式会社平石

樹楽 土浦烏山

029-896-3215

3000836 茨城県土浦市烏山4-2063-3

○

0870401049

株式会社 あやめ

デイサービス 菖蒲

0280-23-3416

3060226 茨城県古河市女沼1011-1

○

0870700499

株式会社 きぬ川

ホームケアセンターまゆの郷

0296-54-5513

3070001 茨城県結城市結城7201-1

○

0870800828

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち龍ケ崎B棟

0297-85-4197

3010841 茨城県龍ケ崎市白羽4-4-67

-

0870800836

株式会社 モデンナ・ケアサービス

デイサービス 縁

0297-61-1660

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘4-4-3

○

0871000840

株式会社 ふれあい

ふれあいデイサービス

0296-44-1055

3040004 茨城県下妻市大木253-1

○

0871200739

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家常陸太田

0294-80-4550

3130049 茨城県常陸太田市天神林町870-168

○

0871900890

株式会社 ケアメディカル

デイサービス ソレイユ

029-874-9680

3001231 茨城県牛久市猪子町990-1

○

0872101639

株式会社 塙建設

茶話本舗デイサービス 三反田

029-229-0580

3120021 茨城県ひたちなか市三反田5196

-

0872200712

株式会社 エヌ・ビー・ラボ

通所介護事業所 エルスリー茨城鹿嶋

0299-84-0401

3140005 茨城県鹿嶋市高天原1-6-7

-

0870500915

いばらきコープ生活協同組合

コープ菜の花 石岡旭台デイサービスセンター

0299-28-5066

3150038 茨城県石岡市旭台3-15-2

○

0871500591

株式会社 OHIRA

デイサービスセンター まんまる

0293-44-3425

3191558 茨城県北茨城市中郷町石岡2577-2

○

0872101662

株式会社 ロザリス

ルアルデイサービス ひたちなか

029-229-0277

3120061 茨城県ひたちなか市稲田41-1

○

0872101670

株式会社 ライブコアサポート

デイサービスSARA らいびーず

029-219-7747

3120062 茨城県ひたちなか市高場1057

○

0872700695

株式会社セキショウライフサポート

デイサービスセンター 楽フィット筑西

0296-25-2770

3080824 茨城県筑西市蕨317-1

○

0871000873

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち下妻

0296-30-7051

3040824 茨城県下妻市村岡乙167-1

-

0871600623

株式会社 Ｎ＆Ａ

デイサービスセンターこもれび ともべ

0296-73-5015

3091717 茨城県笠間市旭町587-6

○

0871600631

株式会社 ベストケアーズテクモア

デイサービスほのぼのあさひ

0296-71-3555

3091717 茨城県笠間市旭町469-1

○

0871700894

社会福祉法人 朱白会

通所介護事業所ルロシェ

0297-85-4891

3001524 茨城県取手市神浦646

○

0872400650

株式会社 Social Design

新守谷デイサービスセンター はるかぜ

0297-44-7582

3020119 茨城県守谷市御所ケ丘1-4-3

○

0872500327

株式会社 上高野の里

デイサービスセンター清風

0295-55-8240

3192131 茨城県常陸大宮市下村田2307

○

0873101646

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち大洗

029-229-0801

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町64-46

-

0875500209

有限会社 ホープ

あかねホーム

0297-50-0501

3002308 茨城県つくばみらい市伊奈東33-395

○

0870104601

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家赤塚

029-309-0056

3114146 茨城県水戸市中丸町270

○

0870201852

株式会社 オヤマ

デイサービスセンター里桜

0294-33-8175

3160001 茨城県日立市諏訪町4-39-16

○

0870401064

ファインケア 株式会社

デイサービス つばさ

0280-23-3764

3060031 茨城県古河市宮前町5-2

○

0870401072

株式会社 茨城介護サービス

ネクストステージ

0280-23-3818

3060025 茨城県古河市原町14-19

○

0871000881

株式会社 あおば

あおばオープン・ハート

0296-44-6721

3040075 茨城県下妻市南原124-1

○

0871200747

株式会社 メディカルキャスト

ライフピア稲木

0294-80-3470

3130041 茨城県常陸太田市稲木町893-1

○

0871700936

株式会社 オムニカ

ゆめみのデイサービスセンター

0297-85-3285

3020032 茨城県取手市野々井1721

○

0872101696

株式会社アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ東石川デイサービスセンター

029-270-2023

3120058 茨城県ひたちなか市西光地2-18-1

○

0873301170

有限会社ブリッジ

フルールとうかい

029-306-0502

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川667-1

○

0874200520

株式会社 元気ハウス

あいざわケアステイション元気ハウス

0296-48-8662

3003563 茨城県結城郡八千代町村貫17-1

○

0870104627

社会福祉法人 北養会

デイサービスセンター アテンドハウス・ウエス
ト

029-303-2005

3100035 茨城県水戸市東原3-2-12

○

0870104643

株式会社 ゆりかご

ゆりかご☆ファイト

029-222-9666

3114206 茨城県水戸市飯富町3467-1

○

0870104692

有限会社 光ホームヘルプ

デイサービス光ホーム

029-240-0656

3100836 茨城県水戸市元吉田町1023-7

○

0870104700

株式会社 ウェルフェア水戸

デイサービス かりん

029-291-8961

3100853 茨城県水戸市平須町1820-122

○

0870104718

株式会社キャリアプラス

デイサービス ケアプラス渡里

029-303-5534

3100902 茨城県水戸市渡里町3060-1

○

0870201860

コンテック株式会社

デイサービスまごころの家小木津

0294-25-9066

3191413 茨城県日立市小木津町3-20-7

○

0870201878

有限会社 SEVEN2

デイサービスはあと

0294-28-8775

3160004 茨城県日立市東多賀町3-16-3

○

0870201886

有限会社 ファイブアローズ

あおぞらデイサービス日立

0294-36-2227

3160033 茨城県日立市中成沢町4-16-7

○

0870302130

社会福祉法人霞桜会

デイサービスセンター ひだまり

029-886-9081

3000844 茨城県土浦市乙戸230-1

○

0870302148

医療法人 鶴町皮膚科クリニック

オレンジハウスデイサービスセンター

029-896-3374

3000874 茨城県土浦市荒川沖西1-17-33

○

0871100533

アイネライフサービス株式会社

茶話本舗デイサービス愛音

0297-44-8608

3030042 茨城県常総市坂手町5510-15

-

0871100566

株式会社ＪＭ４Ｔ

デイサロン彩葉

0297-44-5326

3002706 茨城県常総市新石下81-1

○

0871100574

社会福祉法人 木犀会

千の杜 ディサービスセンター

0297-44-7085

3030044 茨城県常総市菅生町1319-1

○

0871600615

社会福祉法人 博友会

フロイデ友部デイサービスセンター

0296-73-5577

3091703 茨城県笠間市鯉淵6526-19

○

0871700969

株式会社 スマイルライフ

井野ケアサービスセンター

0297-70-6031

3020012 茨城県取手市井野団地3-19-101

○

0871700993

株式会社ぱーく

デイサービス ケアパーク

0297-85-4834

3020013 茨城県取手市台宿2-28-38

○

0871900940

株式会社やまにし

茶話本舗デイサービス牛久

029-879-7113

3001232 茨城県牛久市上柏田2-26-7

-

0872002423

株式会社 ベストスマイル

リハスマイル

029-886-3927

3050821

0872002431

社会福祉法人 筑竜会

デイサービスセンター はなみずき

029-896-3022

3050063 茨城県つくば市下原525-1

○

0872002456

株式会社 つくばアクアライフ

デイサービスセンター ＶＩＶＩＤつくば

029-895-2140

3002655 茨城県つくば市島名808-1

○

0872101712

株式会社 コムズケア水戸

デイ ゆうなぎ

029-219-6915

3120003 茨城県ひたちなか市足崎1458-148

○

0872200753

株式会社パソナライフケア

鹿嶋ふれあいデイサービスセンター

0299-85-0033

3140031 茨城県鹿嶋市宮中2030-1

○

0872200761

株式会社パソナライフケア

鹿嶋ほほえみデイサービスセンター

0299-77-8833

3140031 茨城県鹿嶋市宮中2030-1

○

0872200779

株式会社パソナライフケア

デイサービスセンター ぷらっと

0299-94-8822

3112222 茨城県鹿嶋市小山1010-1

○

0872800305

社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

坂東市社協デイサービスセンター（岩井）

0297-35-4811

3060632 茨城県坂東市辺田48

○

0875200503

合同会社ライフケアひばり

デイサービス おざいしょひばり

0299-96-5538

3140115 茨城県神栖市知手2872-21

○

0875300204

社会福祉法人 親和会

帆の鹿通所介護事業所

0299-77-8100

3140031 茨城県鹿嶋市宮中350-1

○

0870104734

有限会社 つねずみ接骨院

つねずみ接骨院リハビリデイサービス

029-240-5885

3111133 茨城県水戸市栗崎町1561-1

○

0870104742

株式会社マネジメントセンター

デイサービス野ばら てまり館

029-353-7933

3100815 茨城県水戸市本町2-5-18

-

0870104767

株式会社ハートライフ

デイサービス ハートライフ城東

029-291-3303

3100012 茨城県水戸市城東3-2-23

○

0871800249

株式会社大空

デイサービス大空

0297-38-6855

3060616 茨城県坂東市猫実796-1

○

0872101761

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ高場デイサービスセンター

029-229-0891

3120062 茨城県ひたちなか市高場2355

○

0872700729

株式会社須藤

悠悠いきいき倶楽部 筑西

0296-28-5211

3080847 茨城県筑西市玉戸2120

○

0872700737

株式会社 シニアライフパートナー

デイサービスセンターＳＬＰ筑西

0297-85-6550

3080827 茨城県筑西市市野辺548-4

○

0872900295

株式会社 深沢商事

福祉サービスみどり通所介護事業所本館

0299-94-7016

3000616 茨城県稲敷市東大沼626-2

○

0870201902

有限会社城南ビル

ほっと・おおぬまデイサービスセンター

0294-33-6317

3160023 茨城県日立市東大沼町4-2-20

○

0870800877

株式会社 ほがらか

ほがらかデイサービス

0476-95-9514

3010853 茨城県龍ケ崎市松ケ丘4-4-3

○

0871200762

社会福祉法人 聖愛会

瑞竜温泉デイサービスセンター

0294-33-5700

3130003 茨城県常陸太田市瑞龍町50-3

○

0871701025

株式会社エヌ・ビー・ラボ

通所介護事業所 エルスリークラブ茨城取手

0297-84-6472

3001532 茨城県取手市谷中550-8

-

0872400676

パートナー株式会社

デイサービス 花子

0297-44-8251

3020127 茨城県守谷市松ケ丘2-8-20

-

茨城県つくば市春日4-18-3ダイカツマンショ
ンテナント１Ｆ

○

0872400684

有限会社アモールサービス

デイサービスセンター アモール守谷

0297-38-6988

3020105 茨城県守谷市薬師台6-7-1

○

0872700752

株式会社なごみ

デイサービスなごみ

0296-54-6970

3080112 茨城県筑西市藤ケ谷916-2

○

0875100273

株式会社エヌ・ビー・ラボ

通所介護事業所 エルスリー茨城真壁

0296-54-5802

3004407 茨城県桜川市真壁町古城53-1

-

0870104791

株式会社 227

デイサービス はな・はな

029-306-8877

3100912 茨城県水戸市見川2-95-6

○

0870104809

特定非営利活動法人認知症ケア研究所

デイサービスセンターお多福 元吉田

029-291-3660

3100836 茨城県水戸市元吉田町1691-2

○

0870104817

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家水戸堀町

029-309-1250

3100903 茨城県水戸市堀町920-1

○

0870104841

合同会社天眞

デイサービス てんしん

029-259-0102

3190315 茨城県水戸市内原町817-2

○

0870302197

株式会社ベストスマイルコーポレーション

リハスマイル土浦

029-896-8316

3004115 茨城県土浦市藤沢3583

○

0871500617

有限会社 在宅介護プランこごみ

ﾃﾞｲサービスなづな

0293-44-3125

3191552 茨城県北茨城市中郷町足洗751-5

○

0871701033

社会福祉法人 心和会

デイサービス めぐみの杜

0297-84-6155

3020026 茨城県取手市稲29-1

○

0871900965

医療福祉生活協同組合いばらき

デイサービスセンターにれの家

029-878-3212

3001207 茨城県牛久市ひたち野東3-24-3

○

0872101779

有限会社ウェルフェア

デイサービスウェルフェア

029-265-1050

3111201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1385-1

○

0872200811

特定非営利活動法人福寿

デイサービス 福寿

090-6126-4476

3112213 茨城県鹿嶋市中432-66

-

0872700760

有限会社コスモス介護サービス

コスモス指定通所介護事業所

0296-52-5371

3004503 茨城県筑西市宮後504-1

○

0875400137

医療法人 三尚会

リハセンターにこにこ

0291-32-9575

3111517 茨城県鉾田市鉾田79-1

○

0870104825

ウエルシア介護サービス株式会社

デイサービスセンター さとのこハウス水戸堀
町

029-309-0058

3100903 茨城県水戸市堀町878-3

○

0870104890

有限会社ブリッジ

フルールみとみなみ

029-304-6032

3100845 茨城県水戸市吉沢町115-1

○

0870500923

株式会社メルシーメディカルサービス

デイサービス メルシー石岡

0299-56-6645

3150001 茨城県石岡市石岡13923-22

○

0870500931

株式会社県央福祉サービス

デイサービス ローズ苑いしおか

0299-56-6610

3150031 茨城県石岡市東大橋1517-5

○

0870500949

社会福祉法人永寿会

デイサービスセンタードルフィン石岡

0299-56-6078

3150001 茨城県石岡市石岡字大塚3039-8

○

0871000915

株式会社ワンデイ・ケア

デイサービスセンター もみの木

0296-54-6217

3040031 茨城県下妻市高道祖1384-21-102

○

0872101795

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家ひたちなか佐和

029-202-6123

3120007 茨城県ひたちなか市小貫山1-8-9

○

0872101803

株式会社ソレイユ

リハビリ特化型デイサービス カラダラボひたち
029-355-1864
なか

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2874

○

0873400410

社会福祉法人陽康会

デイサービス あいおんの丘大子

0295-78-5022

3193542 茨城県久慈郡大子町初原294

○

0870104940

合同会社武心

助川接骨院 機能訓練特化型デイサービス

029-233-9275

3100053 茨城県水戸市末広町末広町1-4-11

○

0870104957

株式会社 オーガスタ

リハビリ専門デイサービス たんぽぽ

029-291-3225

3100851 茨城県水戸市千波町1264-5

○

0870800901

株式会社 いっしん

デイサービス ここいち龍ケ崎C棟

0297-85-5403

3010841 茨城県龍ケ崎市白羽4-4-71

-

0871100608

株式会社ツクイ

ツクイ常総水海道

0297-30-9970

3030021 茨城県常総市水海道諏訪町3366-1

○

0871600664

株式会社県央福祉サービス

デイサービス ローズ苑ともべ

0296-73-4181

3091701 茨城県笠間市小原3374-2

○

0871701058

株式会社 HOPE

デイサービス本舗 ひまわり

0297-85-5658

3020038 茨城県取手市下高井2089-7

○

0872400700

アール・タイズ株式会社

デイサービスセンターＳＤ健寿 守谷店

0297-45-7622

3020102 茨城県守谷市松前台4-7-9

○

0872500376

医療法人芳栄会

デイサービスすずかけの家

0295-55-9330

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3108

○

0872500384

特定非営利活動法人beファミリー

特定非営利活動法人beファミリー デイサービ
ス 蘭

0295-55-8678

3114613 茨城県常陸大宮市長倉1081-1

○

0873301204

社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

縁側につどう家 であい

029-229-1322

3191107 茨城県那珂郡東海村豊白1-26-36

○

0875200529

社会福祉法人 みらい

寿 デイサービス

0299-94-7652

3140143 茨城県神栖市神栖3-11-9

○

0875200537

株式会社青空

ピースフルライフ太陽

0299-93-1788

3140135 茨城県神栖市堀割2-26-10

○

0870104965

茨城ケアサービス株式会社

桔梗 デイサービス

029-305-3225

3100853 茨城県水戸市平須町2-72

○

0870302221

有限会社 アモールサービス

デイサービスセンター アモール高津

029-879-7717

3000811 茨城県土浦市上高津950-2

○

0870302239

株式会社 シニアライフパートナー

デイサービスセンター SLP 土浦

029-875-6206

3000876 茨城県土浦市北荒川沖町951-20

○

0870500956

社会福祉法人 清常会

アメニティデイサービスセンター

0299-27-1233

3150031 茨城県石岡市東大橋2757

○

0871200796

医療法人根本医院

デイサービス くめ

0294-33-9032

3130123 茨城県常陸太田市久米町230

○

0871500625

株式会社 レガーメ

樹楽 団らんの家 大津

0293-24-9551

3191704 茨城県北茨城市大津町北町2-1-5

○

0871500633

企業組合 夢なかま

夢ハウス 通所介護

0293-24-9002

3191554 茨城県北茨城市中郷町粟野1205-5

○

0871701066

有限会社創潤アクティブティ

デイ・アクティブホーム潤駒場

0297-70-5135

3020027 茨城県取手市駒場3-12-8

○

0874400484

株式会社 ＣＬＯＶＥＲ

フィットネスデイ・まきうち

0297-68-6055

3001622 茨城県北相馬郡利根町布川2592-14

○

0870201944

有限会社 リライフ

デイサービスセンター リライフ

0294-25-6653

3160022 茨城県日立市大沼町4-9-11

○

0870401114

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑デイサービス古河中央

0280-21-1530

3060033 茨城県古河市中央町1-2-29 2Ｆ

○

0871200804

株式会社 ハリカ太田店

茶話本舗 幸久デイサービス

0294-33-8132

3130046 茨城県常陸太田市上河合町1107-2

-

0873801138

愛絆 株式会社

デイサービス優愛

029-893-2588

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央5-19-20

○

0874301138

特定非営利活動法人福祉サポートセンター県西さ 特定非営利活動法人福祉サポートセンター県
わやか
西さわやか

0280-87-3280

3060433 茨城県猿島郡境町1762-1

-

0875200560

合名会社息栖サテライト

デイぬくもり

0299-91-1281

3140133 茨城県神栖市息栖3950-64

○

0870104981

株式会社 ひかりコーポレーション

デイサービスセンターひかり

029-239-3681

3114141 茨城県水戸市赤塚1-2067-3

○

0870201951

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家 森山

0294-29-1655

3160025 茨城県日立市森山町2-26-7

○

0870401122

株式会社サンワコウギョウ

デイサービスセンター ゆきわり草

0280-33-8177

3060126 茨城県古河市諸川1676-1

○

0870500972

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家 石岡総社

0299-27-6656

3150016 茨城県石岡市総社2-9-38

○

0871000931

合同会社 青山

下妻デイサービスあおやま

0296-54-6444

3040035 茨城県下妻市横根460-1

○

0872002522

株式会社 アネックス

いきいきらいふＳＰＡ春日

029-879-7333

3050821 茨城県つくば市春日2-32-11

○

0872002555

医療法人社團 みなみつくば會

コンフォートつくばデイサービス

029-875-5656

3050868 茨城県つくば市台町2-3-10

○

0873301238

一般社団法人常陸国

デイサービス コキア

029-229-1607

3191112 茨城県那珂郡東海村村松1119-1

○

0870201969

株式会社メイズムランド

リハビリ特化型デイサービス カラダラボ日立
日高

0294-33-9777

3191414 茨城県日立市日高町5-4-10

○

0870302254

宗教法人 日本同盟基督教団土浦めぐみ教会

喜楽希楽サービス通所介護事業所

029-835-4415

3000811 茨城県土浦市上高津486-2

○

0870302288

リハコンテンツ株式会社

レッツ倶楽部 土浦

029-896-6922

3000813 茨城県土浦市富士崎1-10-1

○

0870302304

株式会社プラザマアム

通所介護事業所プラザマアム

029-830-2206

3000007 茨城県土浦市板谷7-626-11

○

0870401130

株式会社 ヴァティー

ケアステーションあさひ古河

0280-47-1130

3060051 茨城県古河市茶屋新田410-1

○

0870500980

有限会社 いきいきケアメイト

いきいきファミリア石岡

0299-56-6485

3150012 茨城県石岡市北府中1-13-54

○

0870500998

医療法人重陽会

デイサービスセンター なでしこ南台

0299-56-6400

3150035 茨城県石岡市南台3-2-1

○

0871400438

株式会社 美櫻花

デイサービス 美櫻花

0293-22-1144

3180021 茨城県高萩市安良川897-9

○

0871400461

有限会社 七福神

有限会社 七福神 デイサービス名水萩平

0293-24-9310

3180004 茨城県高萩市上手綱4010-4

○

0871500658

合同会社山縣療術指圧院

デイサービス 海風

0293-27-4278

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2553-90

○

0871701082

株式会社 シニアライフパートナー

藤代デイサービスセンター

0297-63-5112

3001514 茨城県取手市宮和田298

○

0872500434

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家 常陸大宮

0295-53-8277

3192264 茨城県常陸大宮市栄町1226-1

○

0870105012

株式会社アズパートナーズ

アズハイム水戸デイサービスセンター

029-302-7150

3100035 茨城県水戸市東原1-2-40

○

0870800919

株式会社 ファインケア

デイサービス足湯でカフェ龍ケ崎

0297-64-3328

3010839 茨城県龍ケ崎市出し山町167-1

○

0871400446

株式会社 武子

デイサービスアロマの家かな

0293-23-7618

3180013 茨城県高萩市高浜町3-62-52

○

0871701108

有限会社マルタカ・プランニング

リハビリデイ取手東

0297-70-5711

3020005 茨城県取手市東6-72-24

○

0872101837

株式会社ライブコアサポート

デイサービスSARAらいはーと

029-219-6141

3120062 茨城県ひたちなか市高場1055

○

0875200594

株式会社 エフサポート

あんずデイサービス

0299-93-8765

3140131 茨城県神栖市下幡木1028-3

○

0870105046

株式会社レッツ文化村

レッツ文化村 いきいきこいぶち

029-239-5788

3190323 茨城県水戸市鯉淵町4888-66

○

0870105061

社会福祉法人 樅山会

デイサロン千波山

029-305-1888

3100851 茨城県水戸市千波町508-63

○

0870105095

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ河和田デイサービスセンター

029-291-5027

3114152 茨城県水戸市河和田3丁目2546-5

○

0870201985

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家 大久保

0294-25-7588

3160012 茨城県日立市大久保町5-4-24

○

0870302338

プルメリア訪問介護株式会社

デイサービス中高津

029-896-8551

3000815

茨城県土浦市中高津2-5-15 ニューソフィア
コート中高津

○

0870800943

プルメリア訪問介護株式会社

デイサービス龍ケ崎

0297-85-3951

3010001 茨城県龍ケ崎市久保台3－7－3

○

0871000956

社会福祉法人はくさん

デイサービスセンターはなみずき

0296-54-5211

3040811 茨城県下妻市下栗1226-1

○

0871200820

株式会社 ながたの里工房

デイサービスセンター花・丸山

0294-33-8777

3130125 茨城県常陸太田市大里町2830-1

○

0872002589

株式会社 友伸金属

デイサービスなごみ

029-886-8671

3002641 茨城県つくば市今鹿島5011

○

0872101878

株式会社ありが園

デイサービス ありが湯 市毛

029-219-7157

3120033 茨城県ひたちなか市市毛818-1

○

0873000293

株式会社 ＴＥＮ ＷＯＲＬＤ

デイサービス 野ばら BARISTA館

0299-56-6014

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉1598－3

-

0875600330

社会福祉法人 仲田会

デイサービス のうば

0299-56-3072

3190134 茨城県小美玉市納場111－6

○

0870202017

株式会社カスケード東京

らいおんハートリハビリ温泉デイサービス川尻

0294-44-7775

3191411 茨城県日立市川尻町1-37-20

○

0870202025

株式会社カスケード東京

らいおんハートリハビリ温泉デイサービス川尻
アネックス

0294-33-5101

3191411 茨城県日立市川尻町1-37-19

○

0870202033

株式会社カスケード東京

らいおんハート温泉言葉のデイサービス川尻

0294-33-5253

3191411 茨城県日立市川尻町1-37-19

○

0870302361

有限会社 エス・アイ・ティ

デイサービス ガーデン

029-827-2125

3000832 茨城県土浦市桜ケ丘町14-38

○

0870302379

有限会社 アモールサービス

デイサービスセンター アモール神立

029-886-9555

3000011 茨城県土浦市神立中央5-15-10

○

0870501046

医療法人石岡脳神経外科病院

指定通所介護 サン・テレーズ ガーデン

0299-56-3381

3150037 茨城県石岡市東石岡5-3-10

○

0872002621

株式会社 テイク１

からだはうす あゆら

029-893-3155

3050023 茨城県つくば市上ノ室255-1

○

0872101860

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家 ひたちなか高野

029-202-6380

3120002 茨城県ひたちなか市高野248-1

○

0872600408

株式会社すぎのこハウジング

デイサービス野ばら 青空館

029-219-8314

3192105 茨城県那珂市古徳662-2

-

0873301246

株式会社 ケアレジデンス

コミュニティガーデンとうかい

029-306-1901

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川607

○

0870105129

有限会社 アニテック

種村デイサービス

029-212-7887

3100903 茨城県水戸市堀町2294-10

○

0870105145

株式会社ケア･アミティ

木の葉リハステージ

029-353-8702

3100912 茨城県水戸市見川4-447-1

○

0870401189

株式会社 メークリヒ・カイト

リハビリデイサービスみらい

0280-23-1431

3060236 茨城県古河市大堤288

○

0871400495

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家 高萩

0293-20-4055

3180023 茨城県高萩市島名1968-17

○

0871701124

株式会社Ｎｏｎａ

茶話本舗 紬デイサービス晴風

0297-85-2932

3020025 茨城県取手市西1-39-10

-

0871701140

合同会社Ｌ＆Ｃ

よりみち

0297-84-6408

3020017 茨城県取手市桑原6-3

○

0871701157

株式会社木乃

デイサービス 木乃

0297-85-2280

3020038 茨城県取手市下高井2291-9

○

0872002647

有限会社 美光企画

燈杜リハビリセンター

029-861-0820

3050814 茨城県つくば市西平塚318-1

○

0872002654

株式会社ワールドコーポレーション

デイサービス 陽だまり

029-896-3242

3001259 茨城県つくば市稲荷原字稲荷原1-198

○

0873101687

社会福祉法人 親愛会

デイ松ぼっくり

029-219-8887

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町256-398

○

0870202058

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ日立おおみかデイサービスセン
ター

0294-33-8912

3191221 茨城県日立市大みか町3-16-22

○

0870302395

社会福祉法人 青洲会

デイサービスセンター こほく

029-893-3119

3000021 茨城県土浦市菅谷町1168-1

○

0870302411

有限会社 アモールサービス

デイサービスセンター アモール虫掛

029-893-2085

3000066 茨城県土浦市虫掛3578

○

0870700556

株式会社 大津グループ

デイサービス たんとん

0296-54-6826

3070007 茨城県結城市小田林2533-2

○

0871100616

株式会社ベストスマイル

リハテル

0297-38-7386

3002727 茨城県常総市大沢2011-1

○

0871500666

特定非営利活動法人 ワンポとポンタのおうち

ワンポとポンタのおうち

0293-44-3736

3191546 茨城県北茨城市磯原町大塚265-2

○

0871500674

企業組合 夢なかま

夢なかま運動倶楽部リハビリ特化型デイサー
ビス

0293-24-9002

3191543 茨城県北茨城市磯原町豊田546-17

○

0871701173

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ取手駒場デイサービスセンター

0297-84-1461

3020027 茨城県取手市駒場3-9-55-1

○

0871701181

株式会社ハートトゥアース

だんらんの家 とりで

0297-85-5688

3020015 茨城県取手市井野台2-5-38

-

0872002670

株式会社ふくのさと

デイサービスセンター きらめき

029-847-8480

3002645 茨城県つくば市上郷1428-7

○

0872002696

株式会社レッツ文化村

レッツ文化村 いきいきつくば

029-879-5577

3050821 茨城県つくば市春日2-36-3

○

0872101902

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ勝田デイサービスセンター

029-272-2278

3120026 茨城県ひたちなか市勝田本町30-8

○

0875100299

日本ホスピタリティサービス株式会社

Re笑サービス レストーレ岩瀬

0296-75-8070

3091214 茨城県桜川市東桜川3-33

○

0875200602

株式会社 明日香

ケアサポートあうん

0479-26-4989

3140408 茨城県神栖市波崎8966-1

○

0870105210

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家 水戸駅南

029-239-5820

3100836 茨城県水戸市元吉田町575-1

○

0870202082

コンテック 株式会社

デイサービスまごころの家 日立北

0294-25-3133

3191411 茨城県日立市川尻町7-31-7

○

0870202108

株式会社ホリデー車検サービス

オアシス日立シーサイド館デイサービス

0294-33-7588

3160023 茨城県日立市東大沼町4-29-27

○

0870401197

イモータルモバイル株式会社

ろまんの家

0280-23-5665

3060002 茨城県古河市三杉町2-14-19

○

0871200846

社会福祉法人春陽会

デイサービスMAO佐竹南台

0294-33-5663

3130049 茨城県常陸太田市天神林町385-2

○

0872002704

社会福祉法人 筑南会

トレランス田村デイサービスセンター

029-893-3126

3050854 茨城県つくば市上横場2290-9

○

0872700836

STケアネット株式会社

あい・すまいるデイサービス

050-2018-2016

3080825 茨城県筑西市下中山676-1

○

0873000301

株式会社あゆみ

早稲田イーライフかすみがうら

029-875-7088

3000134 茨城県かすみがうら市深谷2813-5

○

0875200610

有限会社ケアなごみ

デイサービスセンター なごみ

0479-40-3910

3140408 茨城県神栖市波崎6442-1

○

0875600348

株式会社 スマイルハート

デイサービスセンター スマイルハート おがわ

0299-56-5600

3113423 茨城県小美玉市小川415-1

○

0810110593

医療法人社団 青潤会

青柳病院

029-231-2341

3100817 茨城県水戸市柳町2-10-11

○

0810110759

茨城保健生活協同組合

茨城保健生活協同組合 城南病院

029-221-3829

3100803 茨城県水戸市城南3-15-17

○

0810110940

医療法人社団 民衆会

林整形外科医院

029-225-5255

3100813 茨城県水戸市浜田町2-11-11

○

0810111278

医療法人 弘仁会

志村病院

029-221-2181

3100026 茨城県水戸市泉町1-7-38

○

0810112045

-

丹野病院

029-226-6555

3100841 茨城県水戸市酒門町字仲田4887

○

0810113159

医療法人 生仁会 土沢整形外科

土沢整形外科

029-247-0558

3100841 茨城県水戸市酒門町494-1

○

0810113639

医療法人 鳳香会

東前病院

029-240-5101

3111132 茨城県水戸市東前町2-28

○

0810114074

医療法人社団 幸友会

秋山整形外科医院

029-300-7272

3100802 茨城県水戸市柵町3-2-57

○

0810114249

医療法人財団 古宿会

医療法人財団古宿会 水戸中央病院

029-309-8600

3111135 茨城県水戸市六反田町1136-1

○

0810210047

株式会社 日立製作所

株式会社 日立製作所 日立総合病院

0294-23-1111

3170077 茨城県日立市城南町２－１－１

○

0810210054

株式会社 日立製作所

多賀総合病院

0294-33-0035

3160035 茨城県日立市国分町2-1-2

○

0810210138

医療法人 愛宣会

社会医療法人 愛宣会 ひたち医療センター

0294-36-2551

3160036 茨城県日立市鮎川町2-8-16

○

0810210237

医療法人 ここの実会

嶋崎病院

0294-22-5051

3170072 茨城県日立市弁天町2-7-15

○

0810211425

医療法人永慈会

永井ひたちの森病院

0294-44-8800

3191413 茨城県日立市小木津町966

○

0810211714

医療法人 葵翠会

寺岡整形外科クリニック

0294-28-7766

3160015 茨城県日立市金沢町3-19-3

○

0810310110

医療法人財団 縣南病院

医療法人財団 県南病院

0298-41-1148

3000841 茨城県土浦市中1087

○

0810310599

医療法人社団 青洲会

神立病院

0298-32-3399

3000011 茨城県土浦市神立中央5-4-20

○

0810311712

医療法人社団 桜雄会

塚田整形外科

0298-24-1111

3000037 茨城県土浦市桜町3-9-20

○

0810312082

医療法人社団 優心

岡田整形外科クリニック

029-825-3377

3000026 茨城県土浦市木田余1646-1

○

0810410829

医療法人 茨城愛心会

医療法人茨城愛心会 古河病院

0280-47-1010

3060041 茨城県古河市鴻巣字茶屋下1555

○

0810410852

社会福祉法人

芳香会病院青嵐荘療育園

0280-98-2782

3060201 茨城県古河市上大野698

○

0810410894

医療法人 仁寿会

総和中央病院

0280-92-8738

3060221 茨城県古河市駒羽根825-1

○

0810411124

医療法人社団 隆周会

医療法人社団 隆周会安藤整形外科

0280-91-3900

3060221 茨城県古河市駒羽根324

○

0810411231

医療法人 はやし整形外科クリニック

はやし整形外科クリニック

0280-30-8084

3060013

0810411264

古河市

古河市古河福祉の森診療所

0280-48-6521

3060044 茨城県古河市新久田271-1

○

0810411280

茨城県民生活協同組合

友愛記念病院

0280-97-3000

3060232 茨城県古河市東牛谷707

○

0810510057

一般社団法人 石岡市医師会

石岡市医師会病院

0299-22-4321

3150001 茨城県石岡市石岡10528-1

○

0810510115

-

友部整形外科

0299-26-2339

3150035 茨城県石岡市南台3-34-5

○

0810510255

医療法人幕内会

山王台病院

0299-26-3130

3150037 茨城県石岡市東石岡4-1-38

○

0810510602

-

滝田整形外科

0299-23-2071

3150013 茨城県石岡市府中2-2-12

○

茨城県古河市東本町4-2-2 小柳メディカル
ビル3F

○

0810510644

医療法人 明風会

久保田病院

0299-35-5010

3150022 茨城県石岡市行里川26-3

○

0810510784

医療法人 八郷病院

医療法人 八郷病院

0299-46-1115

3150122 茨城県石岡市東成井2719

○

0810610048

医療法人 威恵会

三岳荘小松崎病院

0296-24-2331

3080005 茨城県筑西市中舘69-1

○

0810611012

医療法人 杏仁会

大圃病院

0296-37-3101

3080104 茨城県筑西市木戸352

○

0810611152

医療法人 恒貴会

医療法人 恒貴会 協和中央病院

0296-57-7208

3091107 茨城県筑西市門井1676-1

○

0810710566

-

医療法人社団同樹会結城病院

0296-33-4161

3070001 茨城県結城市結城字繁昌塚9629番1

○

0810810564

医療法人 竜仁会

牛尾病院

0297-66-6111

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町1-15-1

○

0810810663

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 茨城県済
龍ヶ崎済生会病院
生会

0297-63-7111

3010854 茨城県龍ケ崎市中里1-1-1

○

0810810762

医療法人 昴会

医療法人 昴会 野村医院

0297-62-6561

3010000 茨城県龍ケ崎市3316-2

○

0811010263

-

とき田クリニック

0296-44-3232

3040056 茨城県下妻市長塚28-1

○

0811010271

医療法人 社団 白峰会

湖南 病院

0296-44-2556

3040056 茨城県下妻市長塚４８－１

○

0811010289

医療法人光潤会 平間病院

医療法人光潤会 平間病院

0296-43-5100

3040002 茨城県下妻市江2051

○

0811010438

医療法人 仁正会

下条整形外科

0296-43-3666

3040064 茨城県下妻市本城町1-48-3

○

0811110097

一般社団法人 茨城県きぬ医師会

きぬ医師会病院

0297-23-1771

3030016 茨城県常総市新井木町13-3

○

0811110352

医療法人 寛正会

水海道さくら病院

0297-23-2223

3030005 茨城県常総市水海道森下町4447-5

○

0811110485

医療法人 荒川医院

医療法人 荒川医院

0297-42-4898

3002722 茨城県常総市蔵持890

○

0811110535

医療法人 研西会

水海道西部病院

0297-24-1211

3030041 茨城県常総市豊岡町丙685

○

0811210038

-

西山堂病院

0294-72-5121

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町931-2

○

0811210244

河野 拓司

脳神経外科ブレインピア南太田

0294-70-1711

3130043 茨城県常陸太田市谷河原町1183-1

○

0811210251

医療法人 藤慈会

藤井病院

0294-72-5511

3130016 茨城県常陸太田市金井町3670

○

0811410026

医療法人 愛正会

やすらぎの丘温泉病院

0293-24-1212

3180003 茨城県高萩市下手綱1951-6

○

0811410224

医療法人 それいゆ会

高萩それいゆ病院

0293-24-0770

3180004 茨城県高萩市上手綱赤塚268

○

0811410331

高橋 惠一

県北医療センター高萩協同病院

0293-23-1122

3180004 茨城県高萩市上手綱1006-9

○

0811510163

医療法人 芳医会

医療法人 芳医会 瀧病院

0293-42-1221

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305

○

0811610021

医療法人社団誠芳会

石本病院

0296-72-4051

3091613 茨城県笠間市石井2047

○

0811610310

-

茨城県立中央病院

0296-77-1121

3091703 茨城県笠間市鯉淵6528

○

0811610336

医療法人社団 聖嶺会

立川病院

0296-77-7211

3091736 茨城県笠間市八雲2-12-14

○

0811610427

医療法人 わたなべ整形外科

わたなべ整形外科

0296-70-5577

3091703 茨城県笠間市鯉淵6266-140

○

0811710029

公益社団法人 取手市医師会

取手北相馬保健医療センター医師会病院

029-78-6111

3020032 茨城県取手市野々井字波中1926

○

0811710102

高橋 惠一

JAとりで総合医療センター

0297-74-5551

3020022 茨城県取手市本郷2-1-1

○

0811710359

医療法人 西秀会

西間木病院

0297-78-1101

3020034 茨城県取手市戸頭1-8-21

○

0811710821

医療法人社団 宗仁会

医療法人社団 宗仁会病院

0297-85-8341

3001546 茨城県取手市岡1467

○

0811711191

医療法人社団耕潤会

医療法人社団耕潤会ハートフルふじしろ病院

0297-83-7177

3001505 茨城県取手市下萱場225

○

0811711217

医療法人社団 香晟会

丸野医院

0297-74-4199

3020026 茨城県取手市稲853

○

0811910025

医療法人社団 常仁会

牛久愛和総合病院

0298-73-3111

3001296 茨城県牛久市猪子町字五十塚８９６番地

○

0811910231

社会医療法人 若竹会

社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院

0298-72-1771

3001211 茨城県牛久市柏田町1589-3

○

0811910363

-

植松整形外科

0298-74-7878

3001222

0811910470

医療法人社団 桜水会

医療法人社団 桜水会 柏田診療所

0298-30-7000

3001232 茨城県牛久市上柏田2-39-1

○

0812010049

財団法人筑波麓仁会

筑波学園病院

0298-36-1355

3050854 茨城県つくば市上横場2573-1

○

0812010064

-

筑波メディカルセンター病院

0298-51-3511

3050005 茨城県つくば市天久保1-3-1

○

0812010171

-

筑波記念病院

0298-64-1212

3002622 茨城県つくば市要1187-299

○

茨城県牛久市南1-6-40 クリニックビル牛久
1F

○

0812010304

医療法人社団桜水会

筑波病院

0298-55-0777

3050043 茨城県つくば市大角豆1761

○

0812011211

-

いちはら病院

0298-64-0303

3003253 茨城県つくば市大曽根3681

○

0812011278

木村 郁夫

木村クリニック

0298-69-1211

3004204 茨城県つくば市作谷1125

○

0812011591

医療法人社団 広紫会

医療法人社団 広紫会 広瀬医院

0298-67-0127

3004231 茨城県つくば市北条85

○

0812011724

医療法人社団 双愛会

医療法人社団双愛会 つくば双愛病院

0298-73-2511

3001245 茨城県つくば市高崎1008

○

0812011823

医療法人社団 健正会

医療法人社団 健正会 茎崎アオイ病院

0298-71-7777

3001253 茨城県つくば市天宝喜714-1

○

0812012235

-

うえの整形外科

029-846-3022

3050043 茨城県つくば市大角豆字山下９７４－１

○

0812012367

廣瀬 廣

広瀬クリニック

029-866-0129

3004354 茨城県つくば市国松56-1

○

0812110179

-

株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院

029-272-5111

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-1

○

0812110567

-

アイビークリニック

029-274-1155

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町1-3-1

○

0812110682

北友会勝田病院

北友会勝田病院

029-273-0024

3120032 茨城県ひたちなか市津田1895

○

0812110773

医療法人 社団 克仁会

恵愛小林クリニック

029-263-0651

3111226 茨城県ひたちなか市幸町16-1

○

0812111045

医療法人社団 讃和会

勝田整形外科医院

029-274-5121

3120042 茨城県ひたちなか市東大島4-4-13

○

0812210011

財団法人

鹿島病院

0299-82-1271

3140012 茨城県鹿嶋市平井1129-2

○

0812210391

医療法人社団 善仁会

医療法人社団 善仁会 小山記念病院

0299-85-1111

3140000 茨城県鹿嶋市厨5－1－2

○

0812410025

社会医療法人社団 光仁会

社会医療法人社団 光仁会 総合守谷第一病
院

0297-45-5111

3020102 茨城県守谷市松前台1-17

○

0812410132

医療法人慶友会

守谷慶友病院

0297-45-3311

3020118 茨城県守谷市立沢980-1

○

0812510063

医療法人 博仁会

志村大宮病院

0295-53-1111

3192215 茨城県常陸大宮市上町313

○

0812510154

医療法人一貫堂会

一貫堂クリニック

0295-54-7777

3192215 茨城県常陸大宮市下町3993

○

0812510253

社会福祉法人恩賜財団 済生会支部茨城県済生
常陸大宮済生会病院
会

0295-52-5151

3192256 茨城県常陸大宮市田子内町3033-3

○

0812610053

医療法人 貞心会

西山堂慶和病院

029-295-5121

3110133 茨城県那珂市鴻巣3247-1

○

0812610087

-

小野瀬医院

029-295-2221

3110111 茨城県那珂市後台1829-5

○

0812610285

医療法人 香風会

岩上記念病院

029-296-2066

3192105 茨城県那珂市古徳538-2

○

0812710150

医療法人尽誠会

宮本病院

0299-79-2114

3000605 茨城県稲敷市幸田1247

○

0812910222

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生
神栖済生会病院
会

0299-97-2111

3140112 茨城県神栖市知手中央7-2-45

○

0812910248

-

医療法人社団土合会 渡辺病院

0479-48-2121

3140343 茨城県神栖市土合本町２－９８０９－２０

○

0813110269

医療法人 恒仁会

石塚地方病院

029-288-3121

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1337

○

0813110822

医療法人 渡辺会

大洗海岸コアクリニック

029-264-5700

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町903-1

○

0813111036

医療法人 井出整形外科内科クリニック

医療法人井出整形外科内科クリニック

029-219-2556

3113131 茨城県東茨城郡茨城町小堤1144-1

○

0813311032

医療法人 アルカディア･イースト

植村整形外科クリニック

029-270-5117

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川689-7

○

0813311081

茨城県東海村 東海村長 村上達也

村立東海病院

029-282-2188

3191112 茨城県那珂郡東海村村松２０８１番地２

○

0813410271

-

慈泉堂病院

0295-72-1550

3193526 茨城県久慈郡大子町大子856-1

○

0813810108

医療法人 美湖会

医療法人美湖会 美浦中央病院

0298-85-3551

3000412 茨城県稲敷郡美浦村宮地596

○

0814310066

茨城県厚生農業協同組合連合会

茨城西南医療センター病院

0280-87-8111

3060433 茨城県猿島郡境町2190

○

0817110018

医療法人 鴻仁会

上の原病院

0296-75-3128

3091226 茨城県桜川市上野原地新田１５９－２

○

0817110026

県西総合病院組合

県西総合病院

0296-75-3171

3091223 茨城県桜川市鍬田604

○

0817110190

医療法人 シリウス

なかはら整形外科医院

0296-23-9955

3004417 茨城県桜川市真壁町飯塚４９６－１

○

0817410012

医療法人社団 白帆会 小川南病院

小川南病院

0299-58-1131

3113423 茨城県小美玉市小川733

○

0817410186

-

石岡循環器科脳神経外科病院

0299-58-5211

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1768-29

○

0830230637

株式会社 日立製作所

多賀総合病院

0294-33-0035

3160035 茨城県日立市国分町2-1-2

○

0830230686

医療法人 愛正会

田尻ヶ丘病院

0294-43-2323

3191416 茨城県日立市田尻町3-24-1

○

0850180019

社会福祉法人 北養会

介護老人保健施設くるみ館

029-255-4774

3114153 茨城県水戸市河和田町3335-1

○

0850180027

社会福祉法人 翠清福祉会

介護老人保健施設 ナーシングホームかたくり

029-255-5222

3114153 茨城県水戸市河和田町4516-1

○

0850180035

医療法人社団 協栄会

介護老人保健施設こすもぴあ

029-252-4777

3100904 茨城県水戸市石川町4-4027

○

0850180043

医療法人社団 相川会

介護老人保健施設 つねずみ

029-247-6250

3111125 茨城県水戸市大場町2-14

○

0850180050

医療法人 大橋会

介護老人保健施設 みがわ

029-305-6868

3100913 茨城県水戸市見川町2131-105

○

0850180068

医療法人社団 協栄会

介護老人保健施設 はぁもにか

029-254-5777

3100905 茨城県水戸市石川4-4039-26

○

0850280017

社会福祉法人 愛正会

介護老人保健施設 田尻ヶ丘ヘルシーケア

0294-43-6343

3191416 茨城県日立市田尻町2-8-11

○

0850280025

医療法人 光風会

介護老人保健施設 日立南ヘルシーセンター

0294-52-6825

3191221 茨城県日立市大みか町6-17-1

○

0850280033

医療法人 秀仁会

介護老人保健施設 さくら日立

0294-22-8811

3170077 茨城県日立市城南町1-1-11

○

0850280041

日立健康保険組合

日立健康保険組合 シニア健康センターしおさ
い

0294-34-6611

3160035 茨城県日立市国分町3-6-1

○

0850280059

医療法人 永慈会

介護老人保健施設 ひたちの森ハピネス

0294-20-6699

3191301 茨城県日立市十王町伊師725-1

○

0850380015

医療法人社団 青洲会

介護老人保健施設 さくら

0298-33-1020

3000013 茨城県土浦市神立町前原444-2

○

0850380023

医療法人 霞水会

介護老人保健施設シルバーケア土浦

0298-26-7021

3000026 茨城県土浦市木田余一丁田台4606

○

0850380031

医療法人 慈厚会

介護老人保健施設 ひかり

029-843-3321

3000837 茨城県土浦市右籾1113-1

○

0850380049

医療法人 恭和会

介護老人保健施設 常総の郷

029-843-5580

3000873 茨城県土浦市荒川沖6-110

○

0850480013

医療法人 慈政会

介護老人保健施設 平成園

0280-31-5998

3060012 茨城県古河市旭町1-17-39

○

0850480021

医療法人 慈政会

介護老人保健施設 まくらがの郷

0280-33-1234

3060013 茨城県古河市東本町4-2-2

○

0850580010

一般社団法人 石岡市医師会

介護老人保健施設 ゆうゆう

0299-24-1611

3150001 茨城県石岡市石岡10528-14

○

0850580028

医療法人幕内会

介護老人保健施設 あいあい

0299-28-3020

3150037 茨城県石岡市東石岡4-1-38

○

0850680018

医療法人 宮田医院

老人保健施設 「ごぎょうの里」

0296-25-5710

3080806 茨城県筑西市小林467-1

○

0850780024

医療法人 アスムス

介護老人保健施設生きいき倶楽部

0296-20-8666

3070001 茨城県結城市結城9143-1

○

0850780032

医療法人社団 同樹会

介護老人保健施設 健田

0296-33-0880

3070001 茨城県結城市結城12744

○

0850880014

医療法人社団 八峰会

介護老人保健施設涼風苑

0297-63-0008

3010856 茨城県龍ケ崎市貝原塚町3689

○

0850880022

医療法人 竜仁会

介護老人保健施設 けやきの郷

0297-61-5133

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町1741-1

○

0851080010

医療法人 光潤会

介護老人保健施設 ルーエしもつま

0296-44-8000

3040002 茨城県下妻市江1832

○

0851180018

医療法人社団 竹恵会

介護老人保健施設けんちの苑水海道

0297-24-5311

3030041 茨城県常総市豊岡町丙3264

○

0851280016

医療法人 慈仁会

介護老人保健施設くじらヶ丘

0294-70-2611

3130026 茨城県常陸太田市田渡町855-1

○

0851480012

医療法人 博順会

介護老人保健施設 博純苑

0293-23-2900

3180024 茨城県高萩市秋山625

○

0851480020

医療法人 それいゆ会

介護老人保健施設 ノア

0293-24-2100

3180013 茨城県高萩市高浜町3-154-1

○

0851580019

医療法人 秀仁会

介護老人保健施設 おはよう館

0293-44-0088

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1919-4

○

0851580027

医療法人芳医会

介護老人保健施設ひだまり倶楽部

0293-42-1221

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305

○

0851680017

医療法人社団 栄進会

老人保健施設 笠間シルバーケアセンターパ
ル

0296-70-1185

3091625 茨城県笠間市来栖255-1

○

0851680025

医療法人社団 誠芳会

介護老人保健施設 すみれ

0296-70-0035

3091613 茨城県笠間市石井2045

○

0851780015

公益財団法人取手市健康福祉医療事業団

取手市介護老人保健施設緑寿荘

0297-78-9100

3020032 茨城県取手市野々井1926

○

0851780023

社会福祉法人 輝寿会

介護老人保健施設はあとぴあ

0297-74-3335

3020011 茨城県取手市井野253

○

0851980011

社会医療法人 若竹会

介護老人保健施設セントラルゆうあい

029-872-8833

3001211 茨城県牛久市柏田町1590-3

○

0851980029

医療法人社団 常仁会

介護老人保健施設 春秋園

029-870-3100

3001231 茨城県牛久市猪子町891-2

○

0852080019

医療法人 恵仁会

老人保健施設 アレーテル・つくば

0298-67-1182

3004231 茨城県つくば市北条1174

○

0852080027

一般財団法人 筑波麓仁会

介護老人保健施設 そよかぜ

0298-36-0517

3050854 茨城県つくば市上横場2573-1

○

0852080035

医療法人 健佑会

介護老人保健施設つくばリハビリテーションセ
ンター

029-864-8300

3003253 茨城県つくば市大曽根3681

○

0852080043

医療法人社団 桜水会

医療法人社団 桜水会 介護老人保健施設
豊浦

0298-50-7111

3004212 茨城県つくば市神郡2013-1

○

0852080050

医療法人社団 筑波記念会

介護老人保健施設 つくばケアセンター

0298-77-1313

3002622 茨城県つくば市要76

○

0852080068

医療法人重陽会

介護老人保健施設なでしこ

029-864-6565

3004245 茨城県つくば市水守2228-2

○

0852080076

医療法人社団 みなみつくば会

介護老人保健施設 プレミエール元気館

029-838-1919

3050861 茨城県つくば市谷田部6107-1

○

0852180017

医療法人社団 克仁会

介護老人保健施設 サンライズ湊

029-265-8711

3111201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1406-1

○

0852180041

医療法人 蔦会

介護老人保健施設 いちご苑

029-271-1750

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町1-3-20

○

0852180058

医療法人森田記念会

介護老人保健施設プロスペクトガーデンひたち
なか

029-354-3210

3120002 茨城県ひたちなか市高野2455-1

○

0852180066

医療法人社団 秀峰会

介護老人保健施設 ラプラス津田

029-222-4186

3120032 茨城県ひたちなか市津田3728

○

0852280015

医療法人社団 善仁会

介護老人保健施設鹿野苑

0299-83-7311

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台188-17

○

0852380013

医療法人 晴生会

介護老人保健施設 あおぞら

0299-66-4811

3112415 茨城県潮来市延方5405-1

○

0852880012

医療法人 楽生会

介護老人保健施設 きねぶち

0297-47-3333

3060642 茨城県坂東市長谷989-5

○

0853080018

医療法人 聖和会

介護老人保健施設 ホワイトハウス千代田

0299-23-1133

3150072 茨城県かすみがうら市東野寺495-2

○

0853180024

医療法人 明保会

老人保健施設エバーグリーン

029-293-9460

3113123 茨城県東茨城郡茨城町若宮向ヒ393-1

○

0853180040

医療法人 省和会

介護老人保健施設 つまさと

029-259-7677

3190304 茨城県水戸市有賀町2228

○

0853180057

医療法人 清真会

老人保健施設 レイクヒルひぬま

029-240-8120

3113125 茨城県東茨城郡茨城町下石崎2324

○

0853180065

医療法人 緑生会

介護老人保健施設 桜の郷 祐寿苑

029-219-0321

3113100 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-6

○

0853180073

医療法人 渡辺会

介護老人保健施設 おおあらい

029-267-1331

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町前原1212-11

○

0853180081

医療法人 恒仁会

介護老人保健施設 カーサ・ビアン しろさと

029-240-9595

3114514 茨城県東茨城郡城里町阿波山602

○

0853280014

社会福祉法人 県西会

介護老人保健施設さざんか荘

0296-76-2021

3091343 茨城県桜川市亀岡992

○

0853280022

医療法人社団 聖嶺会

老人保健施設 シルバービイレッジ

0296-78-2211

3091725 茨城県笠間市南小泉977-1

○

0853280030

医療法人 浩成会

介護老人保健施設あたごナーシングビラ

0299-37-6511

3190204 茨城県笠間市土師1080-1

○

0853380020

医療法人 博仁会

老人保健施設 大宮フロイデハイム

0295-53-1000

3192261 茨城県常陸大宮市上町318-1

○

0853380038

医療法人社団 青燈会

介護老人保健施設ライブリーライフ那珂

029-295-6835

3110105 茨城県那珂市菅谷605-2

○

0853380046

医療法人 慈心会

介護老人保健施設 フェニックス那珂

029-298-8787

3110134 茨城県那珂市飯田1733-1

○

0853380053

医療法人社団 村松会

老人保健施設 サンフラワー東海

029-283-3771

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川689-4

○

0853480010

医療法人 久仁会

温泉リハビリセンター 虹の丘

02957-2-6331

3193552 茨城県久慈郡大子町矢田93-1

○

0853480028

医療法人 聖友会

介護老人保健施設やすらぎ

02957-2-6622

3193526 茨城県久慈郡大子町大子888

○

0853680015

社会福祉法人 白十字会

介護老人保健施設ばんなん白光園

0299-93-1162

3140134 茨城県神栖市賀2148

○

0853680031

医療法人 東湖会

介護老人保健施設 フロンティア鉾田春の場所 0291-32-5408

3111511 茨城県鉾田市柏熊985-1

○

0853680049

医療法人社団 土合会

介護老人保健施設シオン

0479-48-1888

3140343 茨城県神栖市土合本町2-9809-126

○

0853680056

社会福祉法人 樅山会

介護老人保健施設コミュニティケアセンター樅
山

0291-37-3850

3111426 茨城県鉾田市樅山497

○

0853780021

医療法人社団 光会

介護老人保健施設リヒトハウス北浦

0291-35-0471

3111712 茨城県行方市繁昌1712-1

○

0853780039

医療法人 青藍会

介護老人保健施設 かすみがうら

0299-55-0122

3113502 茨城県行方市若海793-5

○

0853880011

医療法人 盈科会

老人保健施設 ケアセンター阿見

029-889-1180

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗2957-4

○

0853880029

医療法人 美湖会

介護老人保健施設ゴーエン美浦

0298-85-5522

3000412 茨城県稲敷郡美浦村宮地678

○

0853880037

医療法人耕平会

介護老人保健施設スーペリア３６０

029-830-5300

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2033-508

○

0853980019

医療法人 江隆会

介護老人保健施設 サングリーンやさと

0299-43-3120

3150165 茨城県石岡市小倉443-1

○

0853980027

医療法人 新生会

介護老人保健施設八郷プロバンス

0299-44-3213

3150111 茨城県石岡市瓦谷766-28

○

0853980035

医療法人石岡脳神経外科病院

介護老人保健施設サン・テレーズ

0299-37-1115

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1752-1

○

0854180015

医療法人 恒貴会

医療法人 恒貴会 協和ヘルシーセンター

0296-57-6030

3091107 茨城県筑西市門井1669-2

○

0854180031

医療法人 昭徳会

介護老人保健施設マカベシルバートピア

0296-54-2800

3004415 茨城県桜川市真壁町東山田字台1945

○

0854180049

医療法人 同愛会

介護老人保健施設さくらがわ

0296-20-6071

3091233 茨城県桜川市東飯田659

○

0854280013

医療法人社団 白峰会

老人保健施設 しろかね

0298-30-1811

3040811 茨城県下妻市下栗1217

○

0854380011

社会福祉法人 芳香会

介護老人保健施設 青嵐荘ケア・アシスタンス

0280-98-2711

3060201 茨城県古河市上大野703-1

○

0854380029

医療法人 清風会

医療法人 清風会 寿桂苑

0297-44-2345

3060515 茨城県坂東市沓掛4527-1

○

0854380037

医療法人 仁寿会

老人保健施設 境町メディカルピクニック

0280-81-1055

3060405 茨城県猿島郡境町塚崎2555-1

○

0854480019

医療法人社団 宗仁会

老人保健施設 サンライフ宗仁会

0297-85-8743

3001546 茨城県取手市岡1471

○

0870300704

医療法人社団 三輪会

山手医院 通所リハビリテーションセンター

0298-35-3388

3000814 茨城県土浦市国分町7-6

○

0870400371

医療法人 茨城愛心会

古河病院

0280-47-1010

3060041 茨城県古河市鴻巣1555

○

0870400389

古河市

古河市古河福祉の森診療所通所リハビリテー
ション事業所

0280-48-6521

3060044 茨城県古河市新久田271-1

○

0871200234

脳神経外科 ブレインピア南太田

脳神経外科 ブレインピア南太田「お迎えリハ
ビリ」

0294-70-1711

3130043 茨城県常陸太田市谷河原町1183-1

○

0871700472

医療法人 西秀会

さくら通所リハビリテーション

0297-71-6280

3001525 茨城県取手市桜が丘1-2-1

○

0871700480

医療法人社団 英彩会

有田内科整形リハビリクリニック通所リハビリ
テーション

0297-70-3117

3001537 茨城県取手市毛有363-1

○

0872000724

医療法人社団 双愛会

通所リハビリテーション

0298-71-7860

3001245 茨城県つくば市高崎1008

○

0872100722

医療法人 秀仁会

デイケア さくら

029-271-1100

3120052 茨城県ひたちなか市東石川1581

○

0872100821

医療法人社団ハート

きらきら星

029-270-0285

3120062 茨城県ひたちなか市高場1673番地34

○

0872101076

医療法人 薫光会

通所リハビリテーション すだち

029-270-0033

3120032 茨城県ひたちなか市津田3245-1

○

0872400353

医療法人社団弘明会

さとうデイケアリハビリテーションセンター

0297-21-1720

3020117 茨城県守谷市野木崎521-1

○

0872400395

医療法人 慶友会

通所リハビリテーション ダ・ジャーレ もりや

0297-45-7733

3020108 茨城県守谷市松並1630-1

○

0873300636

医療法人 貞心会

通所リハビリテーション「けいわ」

029-295-5121

3110133 茨城県那珂市鴻巣3247-1

○

0873300792

医療法人 香風会

通所リハビリテーション事業所「しずみね」

029-296-2313

3192105 茨城県那珂市古徳538-2

○

0873400337

医療法人 大森医院

医療法人 大森医院 通所リハビリテーション
事業所

0294-82-3335

3110502 茨城県常陸太田市徳田町474

○

0873400394

医療法人 根本医院

根本医院 通所リハビリテーション

0294-76-2255

3130123 茨城県常陸太田市久米町200

○

0873600571

医療法人 真成会

通所リハビリテーションゆんたく

0291-34-5678

3112103 茨城県鉾田市汲上3130

○

0874300932

医療法人 仁寿会

総和中央病院デイケアセンター

0280-92-8738

3060221 茨城県古河市駒羽根825-1

○

0810114504

中村 尚

中村整形外科医院

029-255-2225

3100903 茨城県水戸市堀町1153-3

○

0817310139

小松崎 八寿子

みらい平クリニック

0297-38-4023

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台3-138-7

○

0831630520

医療法人社団 誠芳会

医療法人社団誠芳会 石本病院

0296-72-4051

3091613 茨城県笠間市石井2047

○

0812310217

医療法人社団 同仁会

医療法人社団 同仁会 常南医院

0299-63-1101

3112421 茨城県潮来市辻386

○

0852580026

医療法人 芳栄会

介護老人保健施設プラタナスの丘

0295-54-1150

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3109

○

0810510875

公益社団法人 地域医療振興協会

公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一
病院

0299-225151

3150023 茨城県石岡市東府中1-7

○

0830530762

公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一病
院

公益社団法人 地域医療法人振興協会 石岡
第一病院

0299-225151

3150023 茨城県石岡市東府中1-7

○

0850180084

医療法人 鳳香会

介護老人保健施設 大串の里

029-269-6477

3111115 茨城県水戸市大串町584-1

○

0852780014

医療法人社団 広文会

介護老人保健施設 いなしきの郷

0299-79-3811

3000749 茨城県稲敷市佐原組新田1378-1

○

0872400437

医療法人社団 源守会

地域リハビリセンター デイケアあいた

0297-48-6111

3020112 茨城県守谷市同地360

○

0810211953

医療法人 聖麗会

医療法人 聖麗会 聖麗メモリアル病院

0294-52-8500

3191235 茨城県日立市茂宮町841

○

0812410454

医療法人社団 源守会

会田記念リハビリテーション病院

0297-48-6111

3020112 茨城県守谷市同地字仲山360

○

0850480047

医療法人社団 友志会

介護老人保健施設けやきの舎

0280-77-3333

3060125 茨城県古河市仁連601

○

0870301637

医療法人社団 朋友

通所リハビリテーション天川長寿館

029-835-5550

3000818 茨城県土浦市天川2-1008-647

○

0810110056

日本赤十字社

水戸赤十字病院

029-221-5177

3100011 茨城県水戸市三の丸3-12-48

○

0810110197

財団法人 茨城県メディカルセンター

財団法人茨城県メディカルセンター

029-243-1111

3100852 茨城県水戸市笠原町上組489-4

○

0810110205

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生
水戸済生会総合病院
会

029-254-5151

3114145 茨城県水戸市双葉台3-3-10

○

0810110932

医療法人社団 光明会

029-241-2020

3100851 茨城県水戸市千波町478-3

○

山本整形外科医院

雅

0810113183

医療法人 五味淵整形外科

医療法人 五味渕整形外科

0292-57-1511

3114153 茨城県水戸市河和田町821-1

○

0810114587

医療法人社団 北水会

医療法人社団 北水会 北水会記念病院

029-303-3003

3100035 茨城県水戸市東原3-2-1

○

0810114603

医療法人社団 北水会

医療法人社団北水会 スイコウ南クリニック

029-303-3037

3100035 茨城県水戸市東原3-2-9

○

0810114710

医療法人 桜丘会

医療法人 桜丘会 水戸ブレインハートセン
ター

029-222-7007

3100004 茨城県水戸市青柳町4028

○

0810210294

小松崎 睦

日立整形外科

0294-21-0063

3170071 茨城県日立市鹿島町1-21-4

○

0810210393

内藤 昌三

内藤整形外科医院

0294-53-1833

3160023 茨城県日立市東大沼町4-30-21

○

0810212019

医療法人 ここの実会

医療法人ここの実会 嶋崎病院

0294-36-7070

3170076 茨城県日立市会瀬町3-23-1

○

0810310060

茨城県厚生農業共同組合連合会

総合病院土浦協同病院

0298-23-3111

3000053 茨城県土浦市真鍋新町11-7

○

0810411116

三輪 清志

みわ整形外科

0280-30-0030

3060234 茨城県古河市上辺見481-1

○

0810611103

松岡 正裕

松岡整形外科

0296-52-0068

3004524 茨城県筑西市中上野724

○

0810611186

医療法人 池田整形外科

池田整形外科

029-57-2555

3091116 茨城県筑西市横塚933-1

○

0811510148

北茨城市長 豊田稔

北茨城市立総合病院

0293-42-1221

3191704 茨城県北茨城市大津町北町4-5-15

○

0811710631

海老原 克彦

海老原整形外科

0297-70-1500

3020013 茨城県取手市台宿1-3-10

○

0811711241

医療法人社団 英彩会

有田内科整形リハビリクリニック

0297-70-3331

3001537 茨城県取手市毛有363-2

○

0812010437

岡野 克紀

岡野整形外科・内科クリニック

0298-56-2300

3050831 茨城県つくば市西大橋192

○

0812110534

医療法人 浦河会

勝田病院

029-272-5184

3120011 茨城県ひたちなか市中根5125-2

○

0812210193

医療法人 晴生会

医療法人晴生会 鹿嶋神宮前病院

0299-82-7911

3140031 茨城県鹿嶋市宮中東山1995-24

○

0813010113

茨城県厚生農業協同組合連合会

なめがた地域総合病院

0299-56-0600

3113516 茨城県行方市井上藤井98-8

○

0813111002

独立行政法人 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 水戸医療セン
ター

029-240-7711

3113193 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷280

○

0813810645

茨城県知事橋本昌

茨城県医療大学付属病院

0298-88-9200

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見4733

○

0813811106

安部 伊知朗

あべ整形外科

029-875-5303

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央6-20-1

○

0815110028

独立行政法人 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療セン
ター

0298-22-5050

3000812 茨城県土浦市下高津2-7-14

○

0815110051

長岩 洋一

筑波大学付属病院

029-853-3902

3050005 茨城県つくば市天久保2-1-1

○

0851280024

医療法人貞心会

介護老人保健施設 はすみ敬愛

0294-73-1311

3130013 茨城県常陸太田市山下町972

○

0852780022

医療法人 美湖会

介護老人保健施設 プエブロ稲敷

0297-87-7511

3001417 茨城県稲敷市狸穴１１

○

0854480035

社会福祉法人河内厚生会

介護老人保健施設もえぎ野

0297-84-6081

3001606 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台1丁目1-8

○

0870201456

医療法人 秀仁会

デイケア さくら さくら

0294-28-5213

3160002 茨城県日立市桜川町1-1-1

○

0810411488

日本赤十字社 茨城支部

古河赤十字病院

0280-23-7111

3060014 茨城県古河市下山町1150

○

0812810182

菊池 一郎

菊池整形外科クリニック

0299-59-1181

3150051 茨城県かすみがうら市新治1827-34

○

0817310238

医療法人みらい平クリニック

みらい平クリニック

0297-38-4023

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台3－138－7

○

0850180076

社会福祉法人 北養会

介護老人保健施設 はなみずき

029-303-3501

3100035 茨城県水戸市東原3-2-8

○

0870500808

医療法人 明風会

通所リハビリテーション事業所「明風苑」

0299-35-8115

3150022 茨城県石岡市行里川26-3

○

0872500228

医療法人 緒川クリニック

デイケアセンター貴船

0295-54-3331

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬1426番地１

○

0872600267

医療法人 香風会

通所リハビリテーション事業所「けいゆう」

029-296-1116

3192105 茨城県那珂市古徳2185-1

○

0873101521

医療法人桜丘会

医療法人桜丘会 桜ヶ丘クリニック デイケアセ
029-292-1251
ンター

3113156 茨城県東茨城郡茨城町奥谷1076

○

0850280066

医療法人圭友会

介護老人保健施設 藍

0294-33-2122

3160013 茨城県日立市千石町2-13-3

○

0812111482

医療法人社団 亘洋会

湊整形外科・内科

029-263-7255

3111225 茨城県ひたちなか市釈迦町15-9

○

0850380056

医療法人 慈厚会

介護老人保健施設 えがお

029-869-9020

3000850 茨城県土浦市中村東2丁目-21-1

○

0872101464

医療法人社団 亘洋会

湊整形外科・内科 通所リハビリテーション事
業所 ラメール

029-263-6620

3111225 茨城県ひたちなか市釈迦町15-9

○

0815110085

国立大学法人 筑波技術大学

国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属
東西医学統合医療センター

029-858-9590

3050821 茨城県つくば市春日4-12-7

○

0872101498

医療法人 克仁会

サンライズ湊パワーリハビリテーションセンター

029-265-8711

3111201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1406-1

○

0810611509

富澤 英紀

とみざわハートクリニック

0296-28-1700

3080854 茨城県筑西市女方688-1

○

0810611517

市川 日出勝

のかおい整形外科

0296-21-5880

3080127 茨城県筑西市関本下1922-1

○

0850780040

社会福祉法人 筑西会

介護老人保健施設 すばる

0296-21-2088

3070001 茨城県結城市結城10780

○

0855280012

医療法人 晴生会

介護老人保健施設 葵の園・神栖

0299-90-1177

3140143 茨城県神栖市神栖4丁目8番30号

○

0851180026

医療法人 晴生会

介護老人保健施設 葵の園・常総

0297-27-3311

3030044 茨城県常総市菅生町1308-1

○

0870201670

医療法人社団 グルコピア日立

医療法人社団グルコピア日立 デイケアセン
ター

0294-26-0173

3170052 茨城県日立市東滑川町1-38-10

○

0855680013

医療法人 健甦会

介護老人保健施設 小美玉敬愛の杜

0299-56-5181

3190116 茨城県小美玉市中台148番地

○

0811711324

許 表楷

ゆめみ野クリニック整形外科

0297-78-7111

3020039 茨城県取手市ゆめみ野1-71-3

○

0851980037

社会医療法人 若竹会

介護老人保健施設 セントラルふれあい

029-872-8851

3001211 茨城県牛久市柏田町1604番6

○

0854380045

医療法人 駿仁会

介護老人保健施設 夢彩の舎

0280-33-7300

3060417 茨城県猿島郡境町若林2269番地1

○

0870201704

医療法人 永慈会

スポーツリハビリセンター

0294-32-7700

3170052 茨城県日立市東滑川町5-12-1

○

0852280023

社会福祉法人 慈徳会

松寿園リハビリケアセンター

0299-78-7080

3112206 茨城県鹿嶋市武井1961-1

○

0873101612

医療法人 白櫻会

通所リハビリテーション事業所 「はくおう」

029-291-8913

3114302

0811810423

田中 勝也

ホスピタル坂東

0297-44-2000

3060515 茨城県坂東市沓掛411

○

0853180099

社会福祉法人 愛の会

介護老人保健施設 桜の郷敬愛の杜

029-353-6581

3113117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷1000-2

○

0810212126

折野 陽一

川尻整形外科

0294-33-7819

3191411 茨城県日立市川尻町3-9-13

○

0833331127

茨城県東海村

村立東海病院

029-282-2188

3191112 茨城県那珂郡東海村村松2081-2

○

0835130022

独立行政法人 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療セン
ター

0298-22-5050

3000812 茨城県土浦市下高津2-7-14

○

0835130030

独立行政法人 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構茨城東病院

029-282-1151

3191113 茨城県那珂郡東海村照沼825

○

0832930390

独立行政法人 労働者健康福祉機構

鹿島労災病院

0479-48-4111

3140343 茨城県神栖市土合本町1-9108-2

○

0830530770

医療法人幕内会

山王台病院

0299-26-3130

3150037 茨城県石岡市東石岡4-1-38

○

0873801120

学校法人 東京醫科大学

東京医科大学茨城医療センター 通所リハビリ
テーション デイケア ほほえみ

029-887-8870

3000395 茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1

○

0835130055

長岩 洋一

筑波大学付属病院

029-853-3902

3050005 茨城県つくば市天久保2-1-1

○

0812410678

医療法人社団 弘明会

さとうクリニック第二診療所

0297-44-6840

3020112 茨城県守谷市同地191-4

○

0812510337

佐藤 理行

さとう整形外科クリニック

0295-55-8211

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3090-4

○

0813410263

医療法人社団 芳尚会

吉成医院

0295-72-0555

3193526 茨城県久慈郡大子町大子813-1

○

0813810264

一般財団法人

一般財団法人競馬共助会美浦診療所

029-885-1813

3000415 茨城県稲敷郡美浦村美駒2500-2

○

0813811171

学校法人 東京醫科大学

東京医科大学茨城医療センター

029-887-8870

3000395 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1

○

0850180100

医療法人財団古宿会

介護老人保健施設 ひまわり水戸

029-240-1007

3111134 茨城県水戸市百合が丘町814-477

○

0872600374

小野瀬医院

小野瀬医院 リハビリテーション事業所

029-295-2221

3110111 茨城県那珂市後台1829-5

○

0810411587

靏見 有史

靏見脳神経外科

0280-23-1211

3060128 茨城県古河市上片田813

○

0810114934

医療法人 誠潤会

医療法人誠潤会水戸病院

02-353-7077

3100055 茨城県水戸市袴塚3-2787-9

○

0810511014

医療法人 幕内会

山王台病院付属第一クリニック

0299-27-0860

3150037 茨城県石岡市東石岡5-1-29

○

0810115014

医療法人 弘寿会

医療法人 弘寿会 石島整形外科医院

029-221-4821

3100004 茨城県水戸市青柳町505

○

0875400160

医療法人三尚会

通所リハビリテーションにこにこ

0291-34-2520

3111517 茨城県鉾田市鉾田2570

○

0870100294

社会福祉法人 聖蘭会

特別養護老人ホーム フォレストヴィラ水戸

029-253-6551

3114161 茨城県水戸市全隈町1256-7

○

0870100328

社会福祉法人 恒勝会

特別養護老人ホーム ライフピア青柳

029-224-5855

3100004 茨城県水戸市青柳町3796

○

0870100393

社会福祉法人 愛友園

特別養護老人ホーム 愛友園

029-221-6157

3100034 茨城県水戸市緑町3-9-35

○

0870100476

社会福祉法人 恒勝会

特別養護老人ホーム ライフピア河和田

029-257-6411

3114153 茨城県水戸市河和田町4126-201

○

0870100633

社会福祉法人 親愛会

ショートステイ 梅寿園

029-243-5322

3100913 茨城県水戸市見川町1820-17

○

競馬共助会

茨城県東茨城郡城里町那珂西1416エコス城
里ショッピングプラザ内

○

0870101128

社会福祉法人 豊心の会

特別養護老人ホーム アクティブハートさかど

029-248-5511

3100841 茨城県水戸市酒門町4390

○

0870101656

社会福祉法人 尚生会

介護老人福祉施設グリーンハウスみと

029-240-5580

3111114 茨城県水戸市塩崎町3503

○

0870101821

社会福祉法人 高福会

特別養護老人ホーム 森の家ひらす

029-240-3155

3100914 茨城県水戸市小吹町702-1

○

0870102019

有限会社 エリア・ネットワーク・サービス

明日葉ケアセンター

029-305-6911

3100913 茨城県水戸市見川町丹下一ノ牧2131-1303

○

0870102092

社会福祉法人 北友会

渡里すずらん苑 ショートステイ

029-257-9555

3100903 茨城県水戸市堀町95

○

0870102332

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス水戸元吉田館

029-309-3301

3100836 茨城県水戸市元吉田町223

○

0870102456

社会福祉法人 ユーアイ村

短期入所生活介護 ユーアイの家

029-222-1822

3100827 茨城県水戸市吉沼町1839-1

○

0870102506

株式会社 サンテ

ショートステイ ヘルサ

029-304-6020

3100847 茨城県水戸市米沢町82-3

○

0870102571

株式会社 イディア・コーポレーション

ナーシングヴィラ きらり

029-309-4165

3114152 茨城県水戸市河和田1-2444-2

○

0870102803

社会福祉法人 徳泉会

ショートステイ東野の家

029-247-1551

3100846 茨城県水戸市東野町215-1

○

0870102902

有限会社 アンビション

ショートステイ あんじゅ

029-266-0123

3111121 茨城県水戸市島田町3403-1

○

0870200110

社会福祉法人 日立高寿園

特別養護老人ホーム サン豊浦

0294-43-1133

3191411 茨城県日立市川尻町758-27

○

0870200128

社会福祉法人 松濤会

特別養護老人ホーム 銀砂台

0294-43-2233

3191418 茨城県日立市砂沢町1155-1

○

0870200219

社会福祉法人 山桜会

特別養護老人ホーム 小咲園

0294-35-9000

3160001 茨城県日立市諏訪町5-5-1

○

0870200250

日立市

日立市かねはた短期入所施設

0294-25-6157

3160022 茨城県日立市大沼町3-25-10

○

0870200326

日立市

日立市萬春園短期入所生活介護事業所

0294-37-3060

3160036 茨城県日立市鮎川町2-6-38

○

0870200524

社会福祉法人 正和会

特別養護老人ホーム 成華園

0294-54-2385

3191222 茨城県日立市久慈町4-19-21

○

0870200557

社会福祉法人 春陽会

老人短期入所事業 ＭＡＯ

0294-28-0555

3191232 茨城県日立市下土木内町545-1

○

0870200870

社会福祉法人 秀和会

特別養護老人ホーム 鮎川さくら館

0294-36-7300

3160035 茨城県日立市国分町3-12-10

○

0870201001

社会福祉法人克信会

ショートステイ金沢弁天園

0294-28-7680

3160014 茨城県日立市東金沢町4-16-10

○

0870201159

社会福祉法人 山水苑

ショートステイサービス 山水苑

0294-59-0332

3110404 茨城県日立市下深荻町1770

○

0870300209

社会福祉法人 愛信会

特別養護老人ホーム 静霞園

0298-24-9581

3000064 茨城県土浦市東若松町3379

○

0870300217

社会福祉法人 欣水会

特別養護老人ホーム 滝の園

0298-26-1110

3000805 茨城県土浦市宍塚1935

○

0870300241

社会福祉法人 祥風会

特別養護老人ホーム 飛羽ノ園

0298-26-2941

3000823 茨城県土浦市小松3-18-18

○

0870300290

社会福祉法人 霞桜会

特別養護老人ホーム もりの家

0298-30-4755

3001176 茨城県土浦市北荒川沖町8-1

○

0870300506

株式会社 サンライズヴィラ土浦

株式会社 サンライズヴィラ土浦 かがやき指
定短期入所生活介護事業所

0298-23-8808

3000065 茨城県土浦市常名2212

○

0870300779

社会福祉法人 寿生会

特別養護老人ホーム やすらぎの園

0298-35-3131

3000833 茨城県土浦市小岩田西2-1-49

○

0870301017

社会福祉法人 西北会

特別養護老人ホーム はなのえん

029-830-0511

3000002 茨城県土浦市粟野町1852-1

○

0870301215

社会福祉法人 晴山会

土浦晴山苑ショートステイサービス

029-828-2322

3000024 茨城県土浦市田村町2321-5

○

0870301363

社会福祉法人道寿会

特別養護老人ホームなごみ

029-841-7532

3000837 茨城県土浦市右籾644-1

-

0870301496

株式会社 ユニマットそよ風

土浦永国ケアセンターそよ風

029-825-2270

3000815 茨城県土浦市中高津1-22-77

○

0870400041

社会福祉法人 愛光会

特別養護老人ホーム 愛光園

0280-48-6937

3060044 茨城県古河市新久田250-4

○

0870400173

社会福祉法人 寿貢会

老人短期入所事業

0280-47-0161

3060052 茨城県古河市大山507-5

○

0870400561

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑古河

0280-75-1433

3060126 茨城県古河市諸川1393-2

○

0870500055

社会福祉法人 滴翠会

特別養護老人ホーム 明翠苑

0299-23-9620

3150028 茨城県石岡市半ノ木11481-1

○

0870500105

社会福祉法人 聖隷会

ショートステイ センチュリー石岡

0299-27-0001

3150048 茨城県石岡市三村6286-1

○

0870500279

石岡市

石岡市特別養護老人ホーム のぞみ

0299-27-5501

3150009 茨城県石岡市大砂10527-6

○

0870500634

社会福祉法人 桑友会

特別養護老人ホームれもん

0299-43-6511

3150131 茨城県石岡市下林3346-1

○

0870600095

社会福祉法人 広仁会

特別養護老人ホーム 敬心苑

0296-25-6886

3080843 茨城県筑西市野殿1595-3

○

0870600509

医療法人 宮田医院

桜づつみ

0296-20-1151

3080806 茨城県筑西市小林465-1

○

0870700051

社会福祉法人 筑西会

特別養護老人ホーム ヒューマン・ハウス

0296-32-0888

3070001 茨城県結城市結城10767-19

○

わたらせ

0870700077

社会福祉法人 芳香会

青嵐荘特別養護老人ホーム

0296-35-1785

3070038 茨城県結城市七五三場210-1

○

0870700374

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑結城

0296-21-3021

3070001 茨城県結城市結城10638

○

0870800067

社会福祉法人 清仁会

特別養護老人ホーム やすらぎの里

0297-64-3234

3010816 茨城県龍ケ崎市大徳町4965-1

○

0870800083

社会福祉法人 竜成園

特別養護老人ホーム 竜成園

0297-62-2735

3010806 茨城県龍ケ崎市半田町1388

○

0870800364

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 茨城県済
生会

短期入所生活介護事業 龍ケ岡

0297-61-1300

3010854 茨城県龍ケ崎市中里1-1-17

○

0870800653

株式会社 和香紗

わかさ羽原ビレッジ

0297-61-1668

3010843 茨城県龍ケ崎市羽原町1918

○

0871000048

社会福祉法人 砂沼会

特別養護老人ホーム 愛宕園

0296-44-5387

3040028 茨城県下妻市下木戸544-1

○

0871000055

社会福祉法人 仁済会

特別養護老人ホーム ラポールしもつま

0296-44-7300

3040002 茨城県下妻市江1827-1

○

0871100079

社会福祉法人 東雲会

特別養護老人ホーム よしの荘

0297-22-7716

3002502 茨城県常総市上蛇町1888-1

○

0871100087

社会福祉法人 日本キングス・ガーデン

特別養護老人ホーム 筑波キングス・ガーデン

0297-24-5139

3002521 茨城県常総市大生郷町1818-2

○

0871100244

社会福祉法人 筑水会

指定短期入所生活介護事業所 筑水苑

0297-25-1616

3030033 茨城県常総市水海道高野町671-1

○

0871200036

社会福祉法人 西山苑

特別養護老人ホーム 西山苑

0294-72-3500

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町937-2

○

0871200325

社会福祉法人翔馬会

ショートステイえみの里

0294-70-7151

3110502 茨城県常陸太田市徳田町143

○

0871200457

社会福祉法人 月居会

特別養護老人ホーム 世矢の里

0294-70-2220

3130023 茨城県常陸太田市亀作町481-1

○

0871400065

社会福祉法人 愛正会

特別養護老人ホーム 松籟荘

0293-24-0207

3180003 茨城県高萩市下手綱1951-8

×

0871400321

社会福祉法人 愛孝会

ショートステイ 高萩 聖孝園

0293-44-6222

3180004 茨城県高萩市上手綱2

○

0871500039

社会福祉法人 ときわの杜

特別養護老人ホーム ときわの杜

0293-46-0631

3191722 茨城県北茨城市関本町福田1875-1

○

0871500369

社会福祉法人 白寿会

ショートステイ エスコート磯原

0293-42-8910

3191534 茨城県北茨城市華川町車1145-65

○

0871600060

社会福祉法人 尚生会

特別養護老人ホーム かさまグリーンハウス

0296-72-8134

3091603 茨城県笠間市福田3199

○

0871600144

社会福祉法人 公重会

特別養護老人ホーム ヴィレッジかさま

0296-73-0015

3091626 茨城県笠間市下市毛1301

○

0871700076

社会福祉法人 取手市社会福祉事業団

特別養護老人ホーム 取手市 ふれあいの郷

0297-78-2525

3020038 茨城県取手市下高井1708

○

0871700100

社会福祉法人 香寿会

特別養護老人ホーム「さらの杜」

0297-70-2711

3020038 茨城県取手市下高井2148

○

0871700373

社会福祉法人 百音の会

ショートステイ 水彩館

0297-77-1317

3020001 茨城県取手市小文間5720-1

○

0871800066

社会福祉法人 中川福祉会

特別養護老人ホーム ハートフル広侖

0297-38-1111

3060626 茨城県坂東市小山258

○

0871800140

社会福祉法人 法師会

短期入所生活介護事業所 長寿の里

0297-36-8080

3060634 茨城県坂東市中里1213

○

0871900080

社会福祉法人 博慈会

特別養護老人ホーム 博慈園

0298-74-4800

3001214 茨城県牛久市女化町253-2

○

0871900163

社会福祉法人 若竹会

特別養護老人ホーム 牛久さくら園

029-878-0711

3001232 茨城県牛久市上柏田1-18-4

○

0871900544

社会福祉法人 慈陽会

特別養護老人ホーム 元気館

029-830-8686

3001223 茨城県牛久市城中町148-1

○

0872000195

社会福祉法人 豊里園

特別養護老人ホーム 美健荘

0298-47-4194

3002645 茨城県つくば市上郷1438-3

○

0872000203

社会福祉法人 筑南会

特別養護老人ホーム 新つくばホーム

0298-56-4477

3050812 茨城県つくば市東平塚932-17

○

0872000211

社会福祉法人 勘翁慈温会

特別養護老人ホーム つくばの杜

0298-57-8666

3050022 茨城県つくば市吉瀬1017-1

○

0872000336

社会福祉法人 恵愛会

ショートステイセンター筑波園 短期入所生活
介護事業所

029-867-1161

3004231 茨城県つくば市北条1180

○

0872000625

社会福祉法人 健誠会

短期入所生活介護事業所 シニアガーデン

029-877-0203

3003253 茨城県つくば市大曽根3690番地

○

0872000708

社会福祉法人 愛信会

特別養護老人ホーム くきの里

029-840-1131

3001274 茨城県つくば市上岩崎1845-27

○

0872000864

社会福祉法人 二希会

ショートステイ アイリスコート

029-839-3131

3050854 茨城県つくば市上横場429-1

○

0872001342

株式会社 とんぼらいふ

短期入所生活介護事業所 らいふつくば花畑

029-864-7677

3003261 茨城県つくば市花畑1-17-4

○

0872001359

株式会社 つくばエデュース

ショートステイ「あいリレーつくば」

029-877-3355

3002622 茨城県つくば市要273-1

○

0872001409

社会福祉法人 いなほ会

指定居宅サービス事業所もみじ（小規模生活
単位型短期入所生活介護）

029-848-3317

3002662 茨城県つくば市下河原崎西原729-1

○

0872001623

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑高見原

029-878-5121

3001252 茨城県つくば市高見原2-10-77

○

0872100177

社会福祉法人 克仁会

特別養護老人ホーム 恵苑

029-262-5566

3111207 茨城県ひたちなか市烏ケ台11835-2

○

0872100193

社会福祉法人 北養会

北勝園

029-272-1178

3120032 茨城県ひたちなか市津田2093-1

○

0872100250

社会福祉法人 孝友会

特別養護老人ホーム サンフラワーひたちなか

029-285-9288

3120004 茨城県ひたちなか市長砂633-1

○

0872100771

社会福祉法人 桂雄会

特別養護老人ホーム はまぎくの里

029-273-4165

3120011 茨城県ひたちなか市中根952-1

○

0872100979

社会福祉法人 新世会

いくり苑 短期入所生活介護

029-264-2880

3111202 茨城県ひたちなか市磯崎町4562-1

○

0872101084

社会福祉法人森田記念会

特別養護老人ホームさわの森

029-354-3711

3120002 茨城県ひたちなか市高野2448

○

0872200092

社会福祉法人 慈徳会

特別養護老人ホーム 松寿園

0299-69-2339

3112206 茨城県鹿嶋市武井1956-3

○

0872200100

社会福祉法人 神樹会

特別養護老人ホーム サントピア鹿島

0299-83-2311

3140031 茨城県鹿嶋市宮中5200

○

0872200142

社会福祉法人 鹿嶋市社会福祉協議会

短期入所生活介護 鹿嶋市ウェルポート鹿嶋
の郷

0299-90-3123

3140031 茨城県鹿嶋市宮中4603-1

○

0872200423

社会福祉法人 至福会

特別養護老人ホーム セ・シボンかしま

0299-84-1165

3140047 茨城県鹿嶋市須賀1350-1

○

0872300132

社会福祉法人 江戸川豊生会

特別養護老人ホーム福楽園

0299-64-6767

3112435 茨城県潮来市上戸1921-1

○

0872300140

社会福祉法人 一会会

特別養護老人ホームあやめ荘

0299-67-5511

3112404 茨城県潮来市水原1549-1

○

0872300280

社会福祉法人 光峰会

指定短期入所生活介護事業所 いたこの郷

0299-66-5533

3112402 茨城県潮来市大生804-556

○

0872400064

社会福祉法人 峰林会

特別養護老人ホーム峰林荘

0297-48-3587

3020117 茨城県守谷市野木崎1931

○

0872400296

有限会社 ＳＥＳケアネット

お泊りサービス 花きりん

0297-20-0711

3020118 茨城県守谷市立沢950-1

○

0872400338

社会福祉法人 英伸会

ショートステイサービス 七福神

0297-45-3580

3020125 茨城県守谷市高野1755-1

○

0872600093

社会福祉法人 青燈会

ショートステイひばりヶ丘

029-295-1701

3110105 茨城県那珂市菅谷528

○

0872600200

社会福祉法人 新世会

指定短期入所生活介護 いくり苑那珂

029-352-0017

3110105 茨城県那珂市菅谷3799-6

○

0872700075

社会福祉法人征峯会

特別養護老人ホームしらとり短期入所生活介
護事業所

0296-28-1277

3080067 茨城県筑西市上平塚590-1

○

0872700224

株式会社コモドヴィータ

コモドヴィータ下館短期入所生活介護

0296-22-0101

3080841 茨城県筑西市二木成1530

○

0872700299

社会福祉法人 幸恵会

特別養護老人ホーム 中舘園

0296-23-1880

3080005 茨城県筑西市中舘266-2

○

0873000061

社会福祉法人 霞会

特別養護老人ホーム ふるさと

0299-59-7778

3150051 茨城県かすみがうら市新治1811-6

○

0873000111

社会福祉法人 聖隷会

ショートステイ 霞ヶ浦の里

029-834-6000

3000132 茨城県かすみがうら市男神356-1

○

0873100267

社会福祉法人 雄志会

特別養護老人ホーム グリーンなかさい

029-288-7200

3114302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1483-3

○

0873100275

社会福祉法人 明秀会

特別養護老人ホーム ときわ木園

029-293-6617

3113123 茨城県東茨城郡茨城町若宮393-6

○

0873100317

社会福祉法人 武仁会

特別養護老人ホーム 百里サンハウス

0299-54-0710

3113406 茨城県小美玉市下吉影2437-109

○

0873100333

社会福祉法人 清寿会

特別養護老人ホーム ひぬま苑

029-267-6617

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町3269-1

○

0873100382

社会福祉法人 青丘

特別養護老人ホーム 青丘園

0299-48-3266

3190101 茨城県小美玉市橋場美519-1

○

0873100390

社会福祉法人 北養会

特別養護老人ホーム もみじ館

029-259-9295

3190323 茨城県水戸市鯉淵町2222-1

○

0873100408

社会福祉法人 北養会

もみじ館

029-259-9295

3190323 茨城県水戸市鯉淵町2222-1

○

0873100515

社会福祉法人 聖明福祉会

桂聖明園

029-289-4744

3114332 茨城県東茨城郡城里町高根台1-53

○

0873100671

社会福祉法人 博友会

特別養護老人ホーム 御前山フロイデガルテン 0295-54-2555

3114502 茨城県常陸大宮市野口平146-1

○

0873100838

社会福祉法人 清常会

特別養護老人ホーム けやき園

029-219-1230

3113146 茨城県東茨城郡茨城町下座755

○

0873100945

社会福祉法人 梅行会

短期入所生活介護 サンホーム竹原

0299-47-1526

3190113 茨城県小美玉市竹原405-6

○

0873101091

社会福祉法人 泰仁会

特別養護老人ホーム 桜の郷 元気

029-292-3900

3113117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-7

○

0873101315

社会福祉法人 浩喜会

短期入所生活介護事業所 特別養護老人ホー
ム うみべの家

029-264-7310

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町255-5

○

0873101398

社会福祉法人 親愛会

ショートステイとんぼ

029-240-8333

3113124 茨城県東茨城郡茨城町中石崎2651-1

○

0873200083

社会福祉法人 聖桜会

特別養護老人ホーム すずらんの里

0299-45-0555

3190204 茨城県笠間市土師1283-5

○

0873200125

社会福祉法人 慈永会

特別養護老人ホーム 宍戸苑

0296-78-2221

3091721 茨城県笠間市橋爪462-1

○

0873200133

社会福祉法人 県西会

特別養護老人ホーム さつき荘

0296-75-3221

3091203 茨城県桜川市富岡203-1

○

0873300172

社会福祉法人 小瀬福祉会

特別養護老人ホーム おがわ

0295-56-2500

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬4425

○

0873300180

社会福祉法人 淑徳会

特別養護老人ホーム 常陸東海園

029-282-9500

3191112 茨城県那珂郡東海村村松2804-4

○

0873300198

社会福祉法人 豊潤会

特別養護老人ホーム ゆたか園

029-298-6399

3110111 茨城県那珂市後台2042-1

○

0873300206

社会福祉法人 ナザレ園

特別養護老人ホーム ナザレ園

029-296-0177

3192103 茨城県那珂市中里342-3

○

0873300214

社会福祉法人 若葉会

特別養護老人ホーム みのり園

0295-53-7878

3192214 茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

○

0873300651

社会福祉法人 美光会

特別養護老人ホーム みわ

0295-58-2213

3192603 茨城県常陸大宮市鷲子2023-2

○

0873300842

社会福祉法人 永寿会

特別養護老人ホーム ドルフィン

0295-53-1191

3192144 茨城県常陸大宮市泉497-1

○

0873301022

社会福祉法人 聖隷会

ショートステイ すみれ

029-282-0271

3191115 茨城県那珂郡東海村船場703-7

○

0873400121

社会福祉法人 清和会

特別養護老人ホーム 久慈川荘

02957-2-2323

3193521 茨城県久慈郡大子町北田気551-1

○

0873400154

社会福祉法人 サンピア

特別養護老人ホーム 松栄荘

0294-76-3011

3130114 茨城県常陸太田市箕町911-1

○

0873400162

社会福祉法人 愛光会

特別養護老人ホーム 誠信園

0294-85-1970

3130214 茨城県常陸太田市和久町864-1

○

0873500094

社会福祉法人 愛孝会

ショートステイ 福祉の森 聖孝園

0294-39-1166

3191305 茨城県日立市十王町高原333-6

○

0873600084

社会福祉法人 樅山会

特別養護老人ホーム 樅の木荘

0291-37-2155

3111426 茨城県鉾田市樅山500-1

○

0873600142

社会福祉法人 東湖園

特別養護老人ホーム 東湖園

0291-33-6700

3111504 茨城県鉾田市安房1670-12

○

0873600456

社会福祉法人 うぇるさんて

特別養護老人ホーム うぇるさんて 大洋

0291-39-7701

3112113 茨城県鉾田市上幡木1512-4

○

0873700132

社会福祉法人 常山会

特別養護老人ホーム 玉寿荘

0299-55-3636

3113513 茨城県行方市手賀1854-1

○

0873700298

社会福祉法人 清栄会

特別養護老人ホーム きたうら

0291-35-3080

3111704 茨城県行方市山田3339-6

○

0873700546

社会福祉法人 寛仁会

ショートステイ あそうの郷

0299-73-0311

3113831 茨城県行方市青沼981-2

○

0873800213

社会福祉法人 長寿の森

特別養護老人ホーム 阿見翔裕園

0298-40-2881

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見5137

○

0873800221

社会福祉法人 筑和会

特別養護老人ホーム 宝永館

0297-87-5188

3001426 茨城県稲敷市寺内600-1

○

0873800239

社会福祉法人 盡誠会

特別養護老人ホーム 水郷荘

0299-79-2319

3000605 茨城県稲敷市幸田1252

○

0873800510

社会福祉法人 月出里

特別養護老人ホーム すだちの里

0298-93-1515

3000522 茨城県稲敷市蒲ケ山77

○

0873800577

社会福祉法人 河内厚生会

特別養護老人ホーム あじさい苑

0297-84-0311

3001331 茨城県稲敷郡河内町生板8907

○

0873800593

社会福祉法人 清栄会

特別養護老人ホーム みほ

0298-91-5561

3000424 茨城県稲敷郡美浦村受領881

○

0873800932

社会福祉法人 健仁会

ショートステイサービス 千の風・河内

0297-60-4166

3001331 茨城県稲敷郡河内町生板4627

○

0873800973

有限会社 モデンナ・ケアサービス

ショートステイ ドルチェ

029-891-5600

3000421 茨城県稲敷郡美浦村木原89-1

○

0873900179

社会福祉法人 泰仁会

特別養護老人ホーム やさと

0299-43-0811

3150165 茨城県石岡市小倉442-1

○

0873900187

社会福祉法人 廣山会

特別養護老人ホーム プルミエールひたち野

0299-59-5611

3150057 茨城県かすみがうら市上土田330-2

○

0873900427

社会福祉法人 あさひ会

グリーンヒル千代田

0299-59-3787

3150065 茨城県かすみがうら市上佐谷2008

○

0873900658

株式会社 メドウェル

ショートステイセンター にいはり

029-829-3200

3004115 茨城県土浦市藤沢3534-1

○

0873900682

社会福祉法人やまびこ

老人短期入所事業談話館

0299-36-6611

3150112 茨城県石岡市部原784-1

○

0874000037

社会福祉法人 竹育会

特別養護老人ホーム ぬくもり荘

0297-52-1280

3002422 茨城県つくばみらい市古川1047

○

0874000110

社会福祉法人 青洲会

特別養護老人ホームいなの里

0297-57-1223

3002344 茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2

○

0874100134

社会福祉法人 県西せいかん荘

県西せいかん荘 指定短期入所生活介護事業
所

0296-57-6531

3091102 茨城県筑西市蓬田241

○

0874100167

社会福祉法人 明康会

特別養護老人ホーム 紫雲荘

0296-52-5711

3004517 茨城県筑西市海老ケ島1999

○

0874100191

社会福祉法人 筑圃苑

特別養護老人ホーム 筑圃苑

0296-37-2215

3080104 茨城県筑西市木戸354

○

0874100209

社会福祉法人 リベルテ

特別養護老人ホーム サンホーム真壁

0296-54-0203

3004426 茨城県桜川市真壁町下谷貝1449-1

○

0874100423

社会福祉法人

特別養護老人ホーム

0296-20-6511

3091244 茨城県桜川市大国玉4514-2

○

0874100548

社会福祉法人 恒徳会

特別養護老人ホーム 恒幸園

0296-57-7268

3091117 茨城県筑西市向川澄98-1

○

0874200090

社会福祉法人 慈愛会

特別養護老人ホーム 錦荘

0296-49-2966

3003551 茨城県結城郡八千代町栗山229-1

○

0874200132

社会福祉法人 石下福祉会

特別養護老人ホーム さくら館

0297-43-8611

3002748 茨城県常総市馬場2245

○

0874200355

社会福祉法人石下福祉会

ショートステイ千代川さくら館

0296-30-1511

3040823 茨城県下妻市五箇574

○

0874200389

社会福祉法人 紬会

ショートステイ 玉樹

0296-49-3886

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1

○

0874300122

社会福祉法人 下総プリンスクラブ

特別養護老人ホーム 白英荘

0280-98-4318

3060231 茨城県古河市小堤1796-2

○

敬和会

ひだまりの家やまと

0874300205

社会福祉法人 三和みつなみ会

特別養護老人ホーム みどりの里

0280-78-1000

3060112 茨城県古河市東山田4796-2

○

0874300213

社会福祉法人 清風福祉会

特別養護老人ホーム 恵愛荘

0297-44-3320

3060515 茨城県坂東市沓掛337

○

0874300759

社会福祉法人 和風会

秋明館ショートステイサービス

0280-77-3751

3060126 茨城県古河市諸川2530-4

○

0874300783

社会福祉法人 五霞愛隣会

短期入所生活介護ショートステイきららの杜

0280-84-3840

3060313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7331-1

○

0874300817

社会福祉法人 愛和会

特別養護老人ホーム 愛和苑

0280-93-0234

3060221 茨城県古河市駒羽根320-1

○

0874400070

社会福祉法人 宗仁会

特別養護老人ホーム 北相寿園

0297-85-8304

3001546 茨城県取手市岡1476

○

0874400229

社会福祉法人 栄真会

特別養護老人ホーム やまなみ園

0297-61-7000

3001616 茨城県北相馬郡利根町立木909

○

0874400260

社会福祉法人 エンゼル会

藤代なごみの郷

0297-70-3352

3001511 茨城県取手市椚木1342-2

○

0875200131

社会福祉法人 マリンピア

特別養護老人ホーム マリンピア神栖

0479-46-7770

3140341 茨城県神栖市矢田部12678-7

○

0880200027

医療法人 永慈会

ひたちの森ショートステイ

0294-44-8171

3191413 茨城県日立市小木津町1020

-

0884300039

有限会社 岬

ショートステイ ゆうりん

0280-97-1202

3060232 茨城県古河市東牛谷135-2

○

0885100016

有限会社 大木薬局

大木薬局 筑紫ショートステイ

0296-20-7702

3004412 茨城県桜川市真壁町羽鳥1157-1

-

0870103066

社会福祉法人 愛の会

短期入所生活介護事業所 桜川陽だまり館

029-257-7011

3114153 茨城県水戸市河和田町58

○

0870500659

社会福祉法人 愛の会

短期入所生活介護事業所 石岡陽だまり館

0299-35-5601

3150013 茨城県石岡市府中1-3-10

○

0873300222

社会福祉法人 清河会

特別養護老人ホーム サングリーンピア山方

02955-7-2100

3193106 茨城県常陸大宮市西野内1537-1

○

0873600159

社会福祉法人 白十字会

特別養護老人ホーム 白寿荘

0299-92-7443

3140134 茨城県神栖市賀2148

○

0873600167

社会福祉法人 清新会

特別養護老人ホーム しおさい苑

0479-48-1110

3140341 茨城県神栖市矢田部9416-1

○

0873700231

社会福祉法人 親和会

朝霞荘 短期入所生活介護事業所

0299-72-1610

3113832 茨城県行方市麻生から池1088-1

○

0873900088

社会福祉法人 常新会

特別養護老人ホーム シルトピア

0298-62-1717

3004102 茨城県土浦市本郷1679-1

○

0873900096

社会福祉法人 聖朋会

特別養護老人ホーム サンシャインつくば

0298-97-0101

3000127 茨城県かすみがうら市上大堤210-27

○

0873900294

社会福祉法人 聖隷会

ショートステイ晴風園

0299-26-7000

3113433 茨城県小美玉市高崎2032-8

○

0873900765

社会福祉法人 祥風会

特別養護老人ホーム 憩いの里

029-829-3030

3004117 茨城県土浦市高岡2315

○

0874300130

社会福祉法人 さしま福祉会

特別養護老人ホーム ファミール境

0280-87-7111

3060405 茨城県猿島郡境町塚崎4864

○

0884400029

有限会社 モデンナ・ケアサービス

短期入所生活介護 響

0297-61-8500

3001604 茨城県北相馬郡利根町横須賀147

○

0872001649

社会福祉法人 健誠会

指定短期入所生活介護事業所シニアガーデン
アネックス

029-867-7800

3004245 茨城県つくば市水守1189-5

○

0872700364

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑 下館

0296-21-0765

3080051 茨城県筑西市岡芹2130

○

0870103223

社会福祉法人 翠清福祉会

かたくりステイさざんか

029-255-5222

3114153 茨城県水戸市河和田町4516-1

○

0870201308

社会福祉法人 ひたちの森会

短期入所生活介護 ひたちの森すこやかビレッ
0294-32-7788
ジ

3170052 茨城県日立市東滑川町5-10-3

○

0870800703

医療法人 竜仁会

ショートステイ もみじ館

0297-63-2115

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3937-10

○

0871000774

社会福祉法人 康明会

特別養護老人ホーム加養の里

0296-30-6191

3040048 茨城県下妻市加養493

○

0872001797

社会福祉法人 のぞみ会

ショートステイ 木の花さくや

029-828-7061

3002651 茨城県つくば市鬼ケ窪字大割1212-11

○

0873101463

社会福祉法人 つつみ会

ショートステイ みどりの杜

029-219-0310

3113157 茨城県東茨城郡茨城町小幡2765-4

○

0870301686

医療法人 慈厚会

ショートステイひかり

029-822-8341

3000031 茨城県土浦市東崎町6-24

○

0872800164

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑 岩井

0297-20-8115

3060631 茨城県坂東市岩井1823-1

○

0872900154

社会福祉法人 河内厚生会

指定短期入所生活介護事業所さくらがわ

029-840-6181

3000632 茨城県稲敷市飯出1257-1

○

0870103330

社会福祉法人 北養会

特別養護老人ホーム もくせい

029-303-7373

3100035 茨城県水戸市東原3-2-7

○

0870103553

社会福祉法人 木犀会

特別養護老人ホーム はぎの郷

029-291-7780

3100841 茨城県水戸市酒門町2946-3

○

0870201423

社会福祉法人 愛正会

特別養護老人ホーム 一想園

0294-43-0990

3191416 茨城県日立市田尻町2-8-10

○

0870201449

社会福祉法人 秀和会

特別養護老人ホームさくら館サテライト

0294-36-7300

3160002 茨城県日立市桜川町1-1-1

○

0870400645

医療法人社団 友志会

短期入所生活介護 けやきの舎

0280-77-3333

3060125 茨城県古河市仁連601

○

0870600541

株式会社 稲善

いねの里 いこいの家

0296-21-1744

3080825 茨城県筑西市下中山381-1

○

0870700424

株式会社 しもふさの郷

あじさいの家

0296-20-9122

3070043 茨城県結城市武井1244

○

0871100392

社会福祉法人研佑会

短期入所生活介護「里の音」

0297-44-5671

3030041 茨城県常総市豊岡町丙3080-1

○

0871100434

株式会社幸壽会

つくば長寿の郷

0297-30-8801

3002727 茨城県常総市大沢1994-6

○

0871100459

社会福祉法人 寿広福祉会

L・ハーモニー石下 ショートステイ

0297-44-6616

3002702 茨城県常総市原宿1155

○

0872500210

社会福祉法人 永寿会

ドルフィンサテライト

0295-53-1191

3192144 茨城県常陸大宮市泉503

○

0872700430

社会福祉法人 明康会

宮山公園福祉センター さくら荘 短期入所生
活介護事業所

0296-52-8885

3004504 茨城県筑西市宮山381-1

○

0875600165

社会福祉法人 梅行会

短期入所生活介護事業所 せせらぎ荘

0299-37-1732

3113422 茨城県小美玉市中延676-7

○

0872002050

社会福祉法人欣水会

特別養護老人ホーム大地と大空

029-879-8101

3001259 茨城県つくば市稲荷原1241-1

○

0872200605

社会福祉法人神和会

特別養護老人ホーム 大野の郷

0299-78-7881

3112215 茨城県鹿嶋市和825-5

○

0873101547

株式会社ケアレジデンス

ケアレジデンスショートステイ大洗

029-266-3286

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8227-4

○

0873801013

社会福祉法人青洲会

特別養護老人ホーム 阿見こなん

0297-57-1223

3000312 茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10

○

0875200297

一般社団法人三宝

健康サポートうらら

0299-77-8784

3140128 茨城県神栖市大野原中央3丁目1番50号

○

0875200313

社会福祉法人梅寿会

特別養護老人ホーム はまなす

0299-96-6630

3140114 茨城県神栖市日川字石塚4112

○

0875600207

社会福祉法人 久遠会

ショートステイ ほのか

0299-36-8071

3190116 茨城県小美玉市中台145-4

○

0871900700

社会医療法人 若竹会

ショートステイとまと

029-871-1003

3001232 茨城県牛久市上柏田1-17-19

○

0870301959

医療法人 慈厚会

ショートステイ えがお

029-869-9021

3000850 茨城県土浦市中村東2-21-1

○

0892000167

社会福祉法人 健誠会

特別養護老人ホーム シニアガーデン別館

029-877-0203

3003253 茨城県つくば市大曽根3699-3

○

0872500269

社会福祉法人 博友会

大宮フロイデドルフ

0295-55-8822

3192266 茨城県常陸大宮市抽ケ台町889-1

○

0870400900

社会福祉法人愛和会

短期入所生活介護 希望の森

0280-98-6200

3060201 茨城県古河市上大野1889-1

○

0873301097

社会福祉法人 オークス・ウェルフェア

特別養護老人ホーム オークス東海

029-306-4165

3191115 茨城県那珂郡東海村船場５８８－７

○

0870400926

株式会社 しもふさの郷

ショートステイ こすもす

0280-75-2251

3060111 茨城県古河市大和田1802-1

○

0870104148

社会福祉法人 親愛会

ショート 藤が原

029-222-9988

3114201 茨城県水戸市藤井町1117-1488

○

0874400443

株式会社 ファインイケア

ショートステイ おひさま

0297-85-3791

3001631 茨城県北相馬郡利根町早尾610-1

○

0875500175

社会福祉法人 ほほえみ会

特別養護老人ホーム 雅荘

0297-20-5525

3002406 茨城県つくばみらい市福岡1199

○

0872800297

社会福祉法人 緑平会

延寿館 短期入所生活介護

0297-35-3715

3060645 茨城県坂東市長須1188-2

○

0870104320

社会福祉法人公重会

特別養護老人ホームヴィレッジみと

029-243-6008

3100914 茨城県水戸市小吹町2053-26

○

0870400983

アサヒケアサービス有限会社

アサヒケアサービス有限会社 ショートスティみ
やびの里

0280-91-1582

3060221 茨城県古河市駒羽根1420-1

○

0874400450

社会福祉法人 河内厚生会

短期入所生活介護事業所あおば

0297-85-4860

3001605 茨城県北相馬郡利根町大平260-2

○

0870500881

社会福祉法人 地域福祉会

特別養護老人ホームようよう

0299-56-4545

3150037 茨城県石岡市東石岡３丁目２番１９号

○

0870104338

社会福祉法人 北養会

長生園

029-251-5345

3100903 茨城県水戸市堀町1185

○

0872002365

株式会社 ユニマットそよ風

松代ケアセンター そよ風

029-850-3715

3050035 茨城県つくば市松代4-8-2

○

0872400635

アサヒケアサービス有限会社

ショートステイ みやびの里守谷

0297-44-7212

3020116 茨城県守谷市大柏600-1

○

0872500285

社会福祉法人 若葉会

小規模特別養護老人ホーム みのりの森

0295-53-7878

3192214 茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

○

0872500293

社会福祉法人 清河会

特別養護老人ホーム サングリーンピア大宮

0295-55-8855

3192222 茨城県常陸大宮市若林1723-15

○

0872700661

社会福祉法人 凜徳会

特別養護老人ホーム あしま

0296-48-9405

3080825 茨城県筑西市下中山360-1

○

0870104544

有限会社 ワイアンドエーメディックス

小吹ショートステイ

029-353-8933

3100914 茨城県水戸市小吹町710-1

○

0870104577

株式会社 ライフサポート山野

ショートステイ 「安住野」

029-244-4165

3100852 茨城県水戸市笠原町645-1

○

0870500907

株式会社 エデュース

ショートステイ「あいリレー石岡南台」

0299-26-7227

3150036 茨城県石岡市大谷津6-7

○

0871900908

株式会社 ケアメディカル

ショートステイ ソレイユ

029-874-9680

3001231 茨城県牛久市猪子町990-1

○

0870800844

株式会社 モデンナ・ケアサービス

ショートステイ 縁

0297-61-1660

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘4-4-3

○

0871700886

社会福祉法人 心和会

ショートステイサービス めぐみの杜

0297-84-6155

3020026 茨城県取手市稲29-1

○

0871700910

社会福祉法人 朱白会

特別養護老人ホーム・ルロシェ

0297-85-4891

3001524 茨城県取手市神浦646

○

0872002415

社会福祉法人 筑竜会

ショートステイ はなみずき

029-896-3022

3050063 茨城県つくば市下原525-1

○

0875400129

社会福祉法人 武仁会

特別養護老人ホーム 鉾田サンハウス

0291-34-3050

3111534 茨城県鉾田市鳥栖字長沼2100-9

○

0871100541

社会福祉法人 木犀会

特別養護老人ホーム 千の杜 ショートスティ

0297-44-7085

3030044 茨城県常総市菅生町1319-1

○

0873301170

有限会社ブリッジ

フルールとうかい

029-306-0502

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川667-1

○

0873400428

社会福祉法人陽康会

特別養護老人ホーム あいおんの丘大子

0295-78-5023

3193542 茨城県久慈郡大子町初原294

○

0870201910

株式会社 スイシン

ほっと・すてい なめかわ

0294-26-7088

3170052 茨城県日立市東滑川町1-36-1

○

0875200545

社会福祉法人梅寿会

はまなす第２ショートステイ

0299-95-1162

3140114 茨城県神栖市日川2978

○

0870104999

有限会社 ブリッジ

フルールみとみなみ

029-304-6032

3100845 茨城県水戸市吉沢町115-1

○

0871200812

社会福祉法人誠慈会

特別養護老人ホーム ユーハイム常陸太田

0294-33-8855

3130007 茨城県常陸太田市新宿町1427-3

-

0880300025

株式会社プラザマアム

短期入居生活介護事業所プラザマアム

029-830-2206

3000007 茨城県土浦市板谷7-626-11

○

0870105038

社会福祉法人 豊心の会

特別養護老人ホーム アクティブハートさかど

029-248-5511

3100841 茨城県水戸市酒門町字西割4390

○

0870302346

社会福祉法人 常新会

特別養護老人ホーム シルトピア

029-862-1717

3004102 茨城県土浦市本郷1679-1

○

0870700549

社会福祉法人 筑西会

特別養護老人ホーム ヒューマン・ハウス

0296-34-7101

3070001 茨城県結城市結城10767-19

○

0870800927

社会福祉法人 清仁会

特別養護老人ホーム やすらぎの里

0297-64-3234

3010816 茨城県龍ケ崎市大徳町4965-1

○

0870800935

社会福祉法人 竜成園

特別養護老人ホーム 竜成園

0297-62-2735

3010806 茨城県龍ケ崎市半田町1388

○

0871000949

社会福祉法人 砂沼会

特別養護老人ホーム 愛宕園

0296-44-5387

3040028 茨城県下妻市下木戸544-1

○

0871180014

社会福祉法人 東雲会

特別養護老人ホーム よしの荘

0297-22-7716

3002502 茨城県常総市上蛇町1888-1

○

0871400479

社会福祉法人 愛正会

特別養護老人ホーム 松籟荘

0293-24-0207

3180003 茨城県高萩市下手綱1951-8

-

0872090014

社会福祉法人 筑南会

特別養護老人ホーム 新つくばホーム新館

029-856-4477

3050812 茨城県つくば市東平塚932-17

○

0872101829

社会福祉法人 尚生会

特別養護老人ホーム グリーンハウスひたちな
か

029-354-8001

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3183-1

○

0872200829

社会福祉法人 慈徳会

特別養護老人ホーム 松寿園

0299-69-2339

3112206 茨城県鹿嶋市武井1956-3

○

0875300212

社会福祉法人常山会

特別養護老人ホーム 玉寿荘

0299-55-3636

3113513 茨城県行方市手賀1854-1

○

0875400145

社会福祉法人 東湖園

特別養護老人ホーム東湖園

0291-33-6700

3111504 茨城県鉾田市安房1670-12

○

0875500225

社会福祉法人 竹育会

特別養護老人ホーム ぬくもり荘

0297-52-1280

3002422 茨城県つくばみらい市古川1047

○

0875600314

社会福祉法人 武仁会

特別養護老人ホーム百里サンハウス

0299-54-0029

3113406 茨城県小美玉市下吉影2437-109

○

0893000034

社会福祉法人 聖朋会

特別養護老人ホームサンシャインつくば

029-897-0101

3000127 茨城県かすみがうら市上大堤210-27

○

0871000964

社会福祉法人はくさん

短期入所生活介護事業所はなみずきの杜

0296-54-5211

3040811 茨城県下妻市下栗1223

○

0871900981

社会福祉法人 博慈会

特別養護老人ホーム 博慈園

029-874-4800

3001214 茨城県牛久市女化町253-2

○

0872002605

社会福祉法人 恵愛会

ショートステイセンター 筑波園 短期入所生活
029-867-1161
介護事業所

3004231 茨城県つくば市北条1180

○

0872700810

社会福祉法人征峯会

しらとりハワイアン短期入所生活介護事業所

0296-48-9986

3080067 茨城県筑西市上平塚748-1

○

0871400487

社会福祉法人 愛正会

松籟荘サテライト安良川別館

0293-44-3558

3180021 茨城県高萩市安良川963-10

○

0871900999

社会福祉法人 えがお

特別養護老人ホーム ひかり

029-879-8010

3001215 茨城県牛久市遠山町478-1

○

0875500233

社会福祉法人 青洲会

特別養護老人ホーム いなの里

0297-57-1223

3002344 茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2

○

0870302387

社会福祉法人 青洲会

特別養護老人ホーム こほく

029-893-3119

3000021 茨城県土浦市菅谷町1168-1

○

0872002688

社会福祉法人 筑南会

トレランス田村ショートステイ

029-893-3126

3050854 茨城県つくば市上横場2290-9

○

0810111278

医療法人 弘仁会

志村病院

029-221-2181

3100026 茨城県水戸市泉町1-7-38

○

0810113035

医療法人 秀栄会

山田病院

029-221-2515

3100011 茨城県水戸市三の丸1-3-29

○

0810210278

医療法人社団 惇慈会

日立港病院

0294-52-3576

3191222 茨城県日立市久慈町3-4-22

○

0810210377

医療法人 愛正会

田尻ヶ丘病院

0294-43-2323

3191416 茨城県日立市田尻町3-24-1

○

0810311704

医療法人社団三輪会

医療法人社団三輪会 山手医院

029-835-3388

3000814 茨城県土浦市国分町7-6

-

0810510784

医療法人 八郷病院

医療法人 八郷病院

0299-46-1115

3150122 茨城県石岡市東成井2719

○

0810610048

医療法人 威恵会

三岳荘小松崎病院

0296-24-2331

3080005 茨城県筑西市中舘69-1

○

0810810564

医療法人 竜仁会

牛尾病院

0297-66-6111

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町1-15-1

○

0811010289

医療法人光潤会 平間病院

医療法人光潤会 平間病院

0296-43-5100

3040002 茨城県下妻市江2051

○

0811210046

医療法人 貞心会

はすみ敬愛病院

0294-73-1311

3130013 茨城県常陸太田市山下町972

○

0811210061

医療法人 一路会 太田病院

医療法人一路会 太田病院

0294-72-1258

3130061 茨城県常陸太田市中城町173

○

0811510163

医療法人 芳医会

医療法人 芳医会 瀧病院

0293-42-1221

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305

○

0811610286

-

神里医院

0296-72-0177

3091611 茨城県笠間市笠間1256

○

0811710359

医療法人 西秀会

西間木病院

0297-78-1101

3020034 茨城県取手市戸頭1-8-21

○

0812111110

医療法人社団 恵明会

四方医院

029-272-2061

3120048 茨城県ひたちなか市春日町12-2

○

0812111219

医療法人社団 尚仁会

おいかわクリニック

029-272-3408

3120034 茨城県ひたちなか市堀口616-5

○

0812410413

医療法人 慶友会

医療法人 慶友会 ひがしクリニック慶友

0297-48-6001

3020108 茨城県守谷市松並1630-1

○

0812510063

医療法人 博仁会

志村大宮病院

0295-53-1111

3192215 茨城県常陸大宮市上町313

○

0812610053

医療法人 貞心会

西山堂慶和病院

029-295-5121

3110133 茨城県那珂市鴻巣3247-1

○

0812610129

医療法人社団 青燈会 小豆畑病院

小豆畑病院

029-295-2611

3110105 茨城県那珂市菅谷605

○

0813110012

医療法人 渡辺会

大洗海岸病院

029-267-2191

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町915

○

0813110731

医療法人 誠潤会

城北病院分院

029-288-7221

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1223-1

○

0813310612

医療法人社団村松会

尾形クリニック

029-282-4781

3191112 茨城県那珂郡東海村村松375

○

0817110018

医療法人 鴻仁会

上の原病院

0296-75-3128

3091226 茨城県桜川市上野原地新田１５９－２

○

0817110034

医療法人 隆仁会

医療法人 隆仁会 山王病院

0296-75-0600

3091211 茨城県桜川市岩瀬42

○

0850180019

社会福祉法人 北養会

介護老人保健施設くるみ館

029-255-4774

3114153 茨城県水戸市河和田町3335-1

○

0850180027

社会福祉法人 翠清福祉会

介護老人保健施設 ナーシングホームかたくり

029-255-5222

3114153 茨城県水戸市河和田町4516-1

○

0850180035

医療法人社団 協栄会

介護老人保健施設こすもぴあ

029-252-4777

3100904 茨城県水戸市石川町4-4027

○

0850180043

医療法人社団 相川会

介護老人保健施設 つねずみ

029-247-6250

3111125 茨城県水戸市大場町2-14

○

0850180050

医療法人 大橋会

介護老人保健施設 みがわ

029-305-6868

3100913 茨城県水戸市見川町2131-105

○

0850180068

医療法人社団 協栄会

介護老人保健施設 はぁもにか

029-254-5777

3100905 茨城県水戸市石川4-4039-26

○

0850280017

社会福祉法人 愛正会

介護老人保健施設 田尻ヶ丘ヘルシーケア

0294-43-6343

3191416 茨城県日立市田尻町2-8-11

○

0850280025

医療法人 光風会

介護老人保健施設 日立南ヘルシーセンター

0294-52-6825

3191221 茨城県日立市大みか町6-17-1

○

0850280033

医療法人 秀仁会

介護老人保健施設 さくら日立

0294-22-8811

3170077 茨城県日立市城南町1-1-11

○

0850280041

日立健康保険組合

日立健康保険組合 シニア健康センターしおさ
い

0294-34-6611

3160035 茨城県日立市国分町3-6-1

○

0850280059

医療法人 永慈会

介護老人保健施設 ひたちの森ハピネス

0294-20-6699

3191301 茨城県日立市十王町伊師725-1

○

0850380015

医療法人社団 青洲会

介護老人保健施設 さくら

0298-33-1020

3000013 茨城県土浦市神立町前原444-2

○

0850380023

医療法人 霞水会

介護老人保健施設シルバーケア土浦

0298-26-7021

3000026 茨城県土浦市木田余一丁田台4606

○

0850380031

医療法人 慈厚会

介護老人保健施設 ひかり

029-843-3321

3000837 茨城県土浦市右籾1113-1

○

0850380049

医療法人 恭和会

介護老人保健施設 常総の郷

029-843-5580

3000873 茨城県土浦市荒川沖6-110

○

0850480013

医療法人 慈政会

介護老人保健施設 平成園

0280-31-5998

3060012 茨城県古河市旭町1-17-39

○

0850480021

医療法人 慈政会

介護老人保健施設 まくらがの郷

0280-33-1234

3060013 茨城県古河市東本町4-2-2

○

0850580010

一般社団法人 石岡市医師会

介護老人保健施設 ゆうゆう

0299-24-1611

3150001 茨城県石岡市石岡10528-14

○

0850580028

医療法人幕内会

介護老人保健施設 あいあい

0299-28-3020

3150037 茨城県石岡市東石岡4-1-38

○

0850680018

医療法人 宮田医院

老人保健施設 「ごぎょうの里」

0296-25-5710

3080806 茨城県筑西市小林467-1

○

0850780024

医療法人 アスムス

介護老人保健施設生きいき倶楽部

0296-20-8666

3070001 茨城県結城市結城9143-1

○

0850780032

医療法人社団 同樹会

介護老人保健施設 健田

0296-33-0880

3070001 茨城県結城市結城12744

○

0850880014

医療法人社団 八峰会

介護老人保健施設涼風苑

0297-63-0008

3010856 茨城県龍ケ崎市貝原塚町3689

○

0850880022

医療法人 竜仁会

介護老人保健施設 けやきの郷

0297-61-5133

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町1741-1

○

0851080010

医療法人 光潤会

介護老人保健施設 ルーエしもつま

0296-44-8000

3040002 茨城県下妻市江1832

○

0851180018

医療法人社団 竹恵会

介護老人保健施設けんちの苑水海道

0297-24-5311

3030041 茨城県常総市豊岡町丙3264

○

0851280016

医療法人 慈仁会

介護老人保健施設くじらヶ丘

0294-70-2611

3130026 茨城県常陸太田市田渡町855-1

○

0851480012

医療法人 博順会

介護老人保健施設 博純苑

0293-23-2900

3180024 茨城県高萩市秋山625

○

0851480020

医療法人 それいゆ会

介護老人保健施設 ノア

0293-24-2100

3180013 茨城県高萩市高浜町3-154-1

○

0851580019

医療法人 秀仁会

介護老人保健施設 おはよう館

0293-44-0088

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1919-4

○

0851580027

医療法人芳医会

介護老人保健施設ひだまり倶楽部

0293-42-1221

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305

○

0851680017

医療法人社団 栄進会

老人保健施設 笠間シルバーケアセンターパ
ル

0296-70-1185

3091625 茨城県笠間市来栖255-1

○

0851680025

医療法人社団 誠芳会

介護老人保健施設 すみれ

0296-70-0035

3091613 茨城県笠間市石井2045

○

0851780015

公益財団法人取手市健康福祉医療事業団

取手市介護老人保健施設緑寿荘

0297-78-9100

3020032 茨城県取手市野々井1926

○

0851780023

社会福祉法人 輝寿会

介護老人保健施設はあとぴあ

0297-74-3335

3020011 茨城県取手市井野253

○

0851980011

社会医療法人 若竹会

介護老人保健施設セントラルゆうあい

029-872-8833

3001211 茨城県牛久市柏田町1590-3

○

0851980029

医療法人社団 常仁会

介護老人保健施設 春秋園

029-870-3100

3001231 茨城県牛久市猪子町891-2

○

0852080019

医療法人 恵仁会

老人保健施設 アレーテル・つくば

0298-67-1182

3004231 茨城県つくば市北条1174

○

0852080027

一般財団法人 筑波麓仁会

介護老人保健施設 そよかぜ

0298-36-0517

3050854 茨城県つくば市上横場2573-1

○

0852080035

医療法人 健佑会

介護老人保健施設つくばリハビリテーションセ
ンター

029-864-8300

3003253 茨城県つくば市大曽根3681

○

0852080043

医療法人社団 桜水会

医療法人社団 桜水会 介護老人保健施設
豊浦

0298-50-7111

3004212 茨城県つくば市神郡2013-1

○

0852080050

医療法人社団 筑波記念会

介護老人保健施設 つくばケアセンター

0298-77-1313

3002622 茨城県つくば市要76

○

0852080068

医療法人重陽会

介護老人保健施設なでしこ

029-864-6565

3004245 茨城県つくば市水守2228-2

○

0852080076

医療法人社団 みなみつくば会

介護老人保健施設 プレミエール元気館

029-838-1919

3050861 茨城県つくば市谷田部6107-1

○

0852180017

医療法人社団 克仁会

介護老人保健施設 サンライズ湊

029-265-8711

3111201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1406-1

○

0852180025

医療法人社団 浦川会

介護老人保健施設 勝田

029-276-3111

3120011 茨城県ひたちなか市中根5125-2

○

0852180041

医療法人 蔦会

介護老人保健施設 いちご苑

029-271-1750

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町1-3-20

○

0852180058

医療法人森田記念会

介護老人保健施設プロスペクトガーデンひたち
なか

029-354-3210

3120002 茨城県ひたちなか市高野2455-1

○

0852180066

医療法人社団 秀峰会

介護老人保健施設 ラプラス津田

029-222-4186

3120032 茨城県ひたちなか市津田3728

○

0852280015

医療法人社団 善仁会

介護老人保健施設鹿野苑

0299-83-7311

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台188-17

○

0852380013

医療法人 晴生会

介護老人保健施設 あおぞら

0299-66-4811

3112415 茨城県潮来市延方5405-1

○

0852480011

医療法人 慶友会

介護老人保健施設 ダ・ジャーレ もりや

0297-20-6616

3020118 茨城県守谷市立沢980-1

○

0852880012

医療法人 楽生会

介護老人保健施設 きねぶち

0297-47-3333

3060642 茨城県坂東市長谷989-5

○

0853080018

医療法人 聖和会

介護老人保健施設 ホワイトハウス千代田

0299-23-1133

3150072 茨城県かすみがうら市東野寺495-2

○

0853180024

医療法人 明保会

老人保健施設エバーグリーン

029-293-9460

3113123 茨城県東茨城郡茨城町若宮向ヒ393-1

○

0853180032

医療法人社団 正信会

介護老人保健施設 みのり苑

0299-48-3556

3190101 茨城県小美玉市橋場美21

○

0853180040

医療法人 省和会

介護老人保健施設 つまさと

029-259-7677

3190304 茨城県水戸市有賀町2228

○

0853180057

医療法人 清真会

老人保健施設 レイクヒルひぬま

029-240-8120

3113125 茨城県東茨城郡茨城町下石崎2324

○

0853180065

医療法人 緑生会

介護老人保健施設 桜の郷 祐寿苑

029-219-0321

3113100 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-6

○

0853180073

医療法人 渡辺会

介護老人保健施設 おおあらい

029-267-1331

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町前原1212-11

○

0853180081

医療法人 恒仁会

介護老人保健施設 カーサ・ビアン しろさと

029-240-9595

3114514 茨城県東茨城郡城里町阿波山602

○

0853280014

社会福祉法人 県西会

介護老人保健施設さざんか荘

0296-76-2021

3091343 茨城県桜川市亀岡992

○

0853280022

医療法人社団 聖嶺会

老人保健施設 シルバービイレッジ

0296-78-2211

3091725 茨城県笠間市南小泉977-1

○

0853280030

医療法人 浩成会

介護老人保健施設あたごナーシングビラ

0299-37-6511

3190204 茨城県笠間市土師1080-1

○

0853380020

医療法人 博仁会

老人保健施設 大宮フロイデハイム

0295-53-1000

3192261 茨城県常陸大宮市上町318-1

○

0853380038

医療法人社団 青燈会

介護老人保健施設ライブリーライフ那珂

029-295-6835

3110105 茨城県那珂市菅谷605-2

○

0853380046

医療法人 慈心会

介護老人保健施設 フェニックス那珂

029-298-8787

3110134 茨城県那珂市飯田1733-1

○

0853380053

医療法人社団 村松会

老人保健施設 サンフラワー東海

029-283-3771

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川689-4

○

0853480010

医療法人 久仁会

温泉リハビリセンター 虹の丘

02957-2-6331

3193552 茨城県久慈郡大子町矢田93-1

○

0853480028

医療法人 聖友会

介護老人保健施設やすらぎ

02957-2-6622

3193526 茨城県久慈郡大子町大子888

○

0853680015

社会福祉法人 白十字会

介護老人保健施設ばんなん白光園

0299-93-1162

3140134 茨城県神栖市賀2148

○

0853680031

医療法人 東湖会

介護老人保健施設 フロンティア鉾田春の場所 0291-32-5408

3111511 茨城県鉾田市柏熊985-1

○

0853680049

医療法人社団 土合会

介護老人保健施設シオン

0479-48-1888

3140343 茨城県神栖市土合本町2-9809-126

○

0853680056

社会福祉法人 樅山会

介護老人保健施設コミュニティケアセンター樅
山

0291-37-3850

3111426 茨城県鉾田市樅山497

○

0853780021

医療法人社団 光会

介護老人保健施設リヒトハウス北浦

0291-35-0471

3111712 茨城県行方市繁昌1712-1

○

0853780039

医療法人 青藍会

介護老人保健施設 かすみがうら

0299-55-0122

3113502 茨城県行方市若海793-5

○

0853880011

医療法人 盈科会

老人保健施設 ケアセンター阿見

029-889-1180

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗2957-4

○

0853880029

医療法人 美湖会

介護老人保健施設ゴーエン美浦

0298-85-5522

3000412 茨城県稲敷郡美浦村宮地678

○

0853880037

医療法人耕平会

介護老人保健施設スーペリア３６０

029-830-5300

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2033-508

○

0853980019

医療法人 江隆会

介護老人保健施設 サングリーンやさと

0299-43-3120

3150165 茨城県石岡市小倉443-1

○

0853980027

医療法人 新生会

介護老人保健施設八郷プロバンス

0299-44-3213

3150111 茨城県石岡市瓦谷766-28

○

0853980035

医療法人石岡脳神経外科病院

介護老人保健施設サン・テレーズ

0299-37-1115

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1752-1

○

0854180015

医療法人 恒貴会

医療法人 恒貴会 協和ヘルシーセンター

0296-57-6030

3091107 茨城県筑西市門井1669-2

○

0854180023

医療法人 杏仁会

介護老人保健施設 梨花苑

0296-37-4810

3080104 茨城県筑西市木戸348

○

0854180031

医療法人 昭徳会

介護老人保健施設マカベシルバートピア

0296-54-2800

3004415 茨城県桜川市真壁町東山田字台1945

○

0854180049

医療法人 同愛会

介護老人保健施設さくらがわ

0296-20-6071

3091233 茨城県桜川市東飯田659

○

0854280013

医療法人社団 白峰会

老人保健施設 しろかね

0298-30-1811

3040811 茨城県下妻市下栗1217

○

0854380011

社会福祉法人 芳香会

介護老人保健施設 青嵐荘ケア・アシスタンス

0280-98-2711

3060201 茨城県古河市上大野703-1

○

0854380029

医療法人 清風会

医療法人 清風会 寿桂苑

0297-44-2345

3060515 茨城県坂東市沓掛4527-1

○

0854380037

医療法人 仁寿会

老人保健施設 境町メディカルピクニック

0280-81-1055

3060405 茨城県猿島郡境町塚崎2555-1

○

0854480019

医療法人社団 宗仁会

老人保健施設 サンライフ宗仁会

0297-85-8743

3001546 茨城県取手市岡1471

○

0852580026

医療法人 芳栄会

介護老人保健施設プラタナスの丘

0295-54-1150

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3109

○

0850180084

医療法人 鳳香会

介護老人保健施設 大串の里

029-269-6477

3111115 茨城県水戸市大串町584-1

○

0852780014

医療法人社団 広文会

介護老人保健施設 いなしきの郷

0299-79-3811

3000749 茨城県稲敷市佐原組新田1378-1

○

0850480047

医療法人社団 友志会

介護老人保健施設けやきの舎

0280-77-3333

3060125 茨城県古河市仁連601

○

0812111417

医療法人社団 秀峰会

医療法人社団 秀峰会 つだ中央クリニック

029-303-7555

3120032 茨城県ひたちなか市津田3728-1

○

0851280024

医療法人貞心会

介護老人保健施設 はすみ敬愛

0294-73-1311

3130013 茨城県常陸太田市山下町972

○

0852080084

医療法人社団 双愛会

介護老人保健施設 ひまわり

029-871-5749

3001245 茨城県つくば市高崎１００８

○

0852780022

医療法人 美湖会

介護老人保健施設 プエブロ稲敷

0297-87-7511

3001417 茨城県稲敷市狸穴１１

○

0854480035

社会福祉法人河内厚生会

介護老人保健施設もえぎ野

0297-84-6081

3001606 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台1丁目1-8

○

0850180076

社会福祉法人 北養会

介護老人保健施設 はなみずき

029-303-3501

3100035 茨城県水戸市東原3-2-8

○

0850180092

医療法人社団青潤会

介護老人保健施設 しもいち

029-231-2341

3100817 茨城県水戸市柳町2-10-11

○

0850280066

医療法人圭友会

介護老人保健施設 藍

0294-33-2122

3160013 茨城県日立市千石町2-13-3

○

0855280012

医療法人 晴生会

介護老人保健施設 葵の園・神栖

0299-90-1177

3140143 茨城県神栖市神栖4丁目8番30号

○

0851180026

医療法人 晴生会

介護老人保健施設 葵の園・常総

0297-27-3311

3030044 茨城県常総市菅生町1308-1

○

0855680013

医療法人 健甦会

介護老人保健施設 小美玉敬愛の杜

0299-56-5181

3190116 茨城県小美玉市中台148番地

○

0851980037

社会医療法人 若竹会

介護老人保健施設 セントラルふれあい

029-872-8851

3001211 茨城県牛久市柏田町1604番6

○

0854380045

医療法人 駿仁会

介護老人保健施設 夢彩の舎

0280-33-7300

3060417 茨城県猿島郡境町若林2269番地1

○

0852280023

社会福祉法人 慈徳会

松寿園リハビリケアセンター

0299-78-7080

3112206 茨城県鹿嶋市武井1961-1

○

0853180099

社会福祉法人 愛の会

介護老人保健施設 桜の郷敬愛の杜

029-353-6581

3113117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷1000-2

○

0853880045

医療法人 晴生会

介護老人保健施設 葵の園・美浦

029-885-1121

3000426 茨城県稲敷郡美浦村土屋1979

○

0851780031

医療法人社団 宗仁会

介護療養型老人保健施設 ネオテラス宗仁会

0297-85-8851

3001546 茨城県取手市岡1493

○

0850180100

医療法人財団古宿会

介護老人保健施設 ひまわり水戸

029-240-1007

3111134 茨城県水戸市百合が丘町814-477

○

0855480018

医療法人 昂仁会

介護老人保健施設 ゆず

0291-33-3159

3111517 茨城県鉾田市鉾田1347-1

○

0870100641

社会福祉法人 親愛会

やすらぎ梅寿園

029-241-1210

3100913 茨城県水戸市見川町1820-17

○

0870100732

一般財団法人 安寿苑

ローズヴィラ水戸

029-254-8111

3100903 茨城県水戸市堀町1444-1

○

0870100740

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス水戸本館

029-252-6615

3114143 茨城県水戸市大塚町1661

○

0870100757

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス 水戸新館

029-255-3336

3114143 茨城県水戸市大塚町1741

○

0870101227

株式会社 ケアネット

コンフォルト水戸

029-302-1135

3100036 茨城県水戸市新荘3-8-18

○

0870101995

株式会社 しまナーシングホーム

しまナーシングホーム河和田

029-257-1377

3114152 茨城県水戸市河和田3-2351-1

○

0870102241

株式会社 しまナーシングホーム

しまナーシングホーム 平須

029-305-5800

3100853 茨城県水戸市平須町1416

○

0870102340

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス 水戸元吉田館

029-309-3301

3100836 茨城県水戸市元吉田町223

○

0870102530

株式会社 日本エイジレス・ライフ・コア

介護付有料老人ホーム モデスティア水戸

029-244-1110

3100853 茨城県水戸市平須町2205

○

0870200722

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ らいふアシスト・泉ヶ森

0294-53-9800

3160024 茨城県日立市水木町2-20-1

○

0870201084

株式会社 日立ライフ

らいふアシスト・泉ヶ森 南館

0294-53-9800

3160024 茨城県日立市水木町2-20-5

○

0870300498

株式会社 サンライズヴィラ土浦

株式会社 サンライズヴィラ土浦 「かがやきの
0298-23-8808
郷」指定特定施設入居者生活介護事業所

3000065 茨城県土浦市常名2212

○

0870301462

有限会社 常陽企画

ケアパレス・ナヴァーレ

029-835-1133

3000034 茨城県土浦市港町3-30-23

○

0870301488

株式会社 いっしん

ハートワン土浦

029-825-0250

3000818 茨城県土浦市天川1-18-80

-

0870400553

株式会社 ツクイ

ツクイ・サンシャイン古河あかやま

0280-30-0107

3060012 茨城県古河市旭町1-17-8

○

0870500154

株式会社 ロイヤルハウス石岡

有料老人ホーム ロイヤルハウス石岡本館

0299-22-3317

3150001 茨城県石岡市石岡13446-10

○

0870500162

株式会社 ロイヤルハウス石岡

有料老人ホーム ロイヤルハウス石岡新館

0299-23-2549

3150001 茨城県石岡市石岡13920

○

0870600384

株式会社コモドヴィータ

コモドヴィータ下館

0296-22-0101

3080841 茨城県筑西市二木成1530

○

0870700325

株式会社 しもふさの郷

しもふさの郷 百寿の家

0296-35-0294

3070043 茨城県結城市武井1248

○

0870700341

社会福祉法人芳香会

青嵐荘養護老人ホーム

0296-35-0387

3070038 茨城県結城市七五三場365

○

0871200242

有限会社 梨花園

有料老人ホーム 梨花園

0294-74-4540

3130034 茨城県常陸太田市上土木内町369

○

0871600201

有限会社 ＩＤＡシステム

シルバーパーク はこだ

0296-73-0966

3091631 茨城県笠間市箱田1838-1

○

0872001334

株式会社 とんぼらいふ

らいふつくば花畑

029-864-7677

3003261 茨城県つくば市花畑1-17-4

○

0872101043

社会福祉法人 新世会

介護付有料老人ホームいくり苑

029-264-2880

3111202 茨城県ひたちなか市磯崎町4562-1

○

0872200274

社会福祉法人 すはま会

特定有料老人ホーム フレグレントかしま

0299-82-9080

3140012 茨城県鹿嶋市平井1350-410

○

0872300330

鹿行広域事務組合

鹿行潮来荘

0299-67-5640

3112402 茨城県潮来市大生1376

○

0872500145

社会福祉法人 若葉会

養護老人ホーム スプレールみのり

0295-52-0894

3192133 茨城県常陸大宮市小野2128

○

0873000129

株式会社 いっしん

ハートワン神立

029-832-8232

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉2-18-15

-

0873100887

株式会社 しまナーシングホーム

しまナーシングホーム 常北

029-240-6787

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚539-1

○

0873101406

社会福祉法人 親愛会

グランドホームとんぼ

029-240-8383

3113124 茨城県東茨城郡茨城町中石崎2651-1

○

0873800726

有限会社 モデンナ・ケアサービス

有料老人ホームわかぐり

029-891-2300

3000334 茨城県稲敷郡阿見町鈴木136-3

○

0873800916

株式会社 長寿館

介護付き有料老人ホーム 阿見長寿館

029-891-3777

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央6-8-18

-

0872101241

株式会社 シダー

ラ・ナシカ ひたちなか

029-354-5080

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡2831-46

○

0875600132

株式会社 いっしん

ハートワン小川

0299-58-1112

3113411 茨城県小美玉市野田1339-1

-

0870400595

株式会社 桃の里・古河

桃の里・古河

0280-21-1220

3060022 茨城県古河市横山町1-2-6

-

0870103298

医療法人 それいゆ会

べるびー水戸

029-309-0770

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1ミオスビル3階

○

0870301819

社会福祉法人 筑水会

サンテーヌ土浦

029-826-6333

3000045 茨城県土浦市文京町8-3

○

0870500725

社会福祉法人 斑山会

ケアハウス ゼーレ

0299-23-7343

3150001 茨城県石岡市石岡2748-1

○

0870500758

株式会社 ハートピア

ケアホーム 常陸国府館

0299-35-5631

3150013 茨城県石岡市府中1-3-9

○

0871100434

株式会社幸壽会

つくば長寿の郷

0297-30-8801

3002727 茨城県常総市大沢1994-6

○

0872001862

医療法人社団 みなみつくば会

サンシャイン・ヴィラつくば倶楽夢

029-875-5151

3050861 茨城県つくば市谷田部6107-2

○

0872101316

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンターかつた

029-354-6551

3120033 茨城県ひたちなか市市毛1111-1

○

0870400843

株式会社 日本ヒューマンサポート

介護付有料老人ホームヒューマンサポート古
河

0280-30-1680

3060023 茨城県古河市本町1-3-30

○

0871200598

有限会社 梨花園

有料老人ホーム梨花園別館

0294-74-4540

3130034 茨城県常陸太田市上土木内町601-1

○

0872001979

有限会社 ケイエム企画

つくばメディケアレジデンス

029-864-8011

3003253 茨城県つくば市大曽根3721-9

○

0870301934

社会福祉法人 筑水会

サンテーヌ土浦新館（介護棟）

029-875-3891

3000045 茨城県土浦市文京町8-5

-

0871900809

株式会社 ルシオーレ

ルシオーレ牛久

029-871-1310

3001204 茨城県牛久市岡見町1060-7

○

0872200670

株式会社 アイ・ピー・シー

特定施設入居者生活介護 はまなすアインビ
レッジⅡ号館

0299-78-7751

3112212 茨城県鹿嶋市角折1285-3

○

0872700638

濱野精麦株式会社

サービス付き高齢者向け住宅特定施設入居者
生活介護 プレヴェール

0296-25-5145

3080827 茨城県筑西市市野辺132-1

○

0872700687

株式会社日本ヒューマンサポート

介護付有料老人ホームヒューマンサポート筑
西

0296-20-0511

3080803 茨城県筑西市直井360-2

○

0870104684

グリーンライフ東日本株式会社

はぴね水戸

029-257-1780

3100903 茨城県水戸市堀町915-1

○

0873000285

株式会社いっしん

ハートワン千代田

0299-56-6161

3150056 茨城県かすみがうら市上稲吉1831-27

-

0872200803

社会福祉法人親和会

帆の鹿 特定施設入居者生活介護事業所

0299-77-8100

3140031 茨城県鹿嶋市宮中字荻原350-1

○

0872600390

有限会社 えくぼ

介護付有料老人ホーム えくぼ

029-353-1165

3110111 茨城県那珂市後台1495-1

○

0873101695

株式会社 ハウスアンドロー

御前山倶楽部

029-291-3219

3114341 茨城県東茨城郡城里町御前山1500

○

0870100237

株式会社 ヤマシタコーポレーション

株式会社 ヤマシタコーポレーション 茨城営業
029-231-2001
所

3100803 茨城県水戸市城南1-1-6 サザン水戸ビル1F

○

0870100252

株式会社 ミカ

株式会社 ミカ

029-254-1981

3114153 茨城県水戸市河和田町3330-10

○

0870100450

有限会社 ロイエル商会

有限会社 ロイエル商会

029-244-9531

3100853 茨城県水戸市平須町1828-254

○

0870100468

株式会社 テンダーケアジャパン

レンタル ヘルパーコール

029-302-3339

3100004 茨城県水戸市青柳町4262-2

○

0870100526

有限会社 ヨシフク

有限会社 ヨシフク

029-248-5307

3100841 茨城県水戸市酒門町1437-3

○

0870100807

株式会社 エディファミリー

株式会社 エディファミリー

029-231-1697

3100811 茨城県水戸市東桜川2-15

-

0870100898

株式会社 ひまわり介護用品センター

ひまわり福祉用具貸与事業所

029-212-8866

3100902 茨城県水戸市渡里町300-1

○

0870101086

株式会社 日本ドライ

株式会社 日本ドライ 介護用品のスマイル
水戸営業所

029-305-5031

3100913 茨城県水戸市見川町2131-318

○

0870101201

有限会社 ケアショップ ケーアンドエム

有限会社 ケアショップ ケーアンドエム

029-240-0235

3100836 茨城県水戸市元吉田町1596-1

○

0870101219

社会福祉法人 親愛会

ライフ緑岡

029-244-6363

3100913 茨城県水戸市見川町1820-17

○

0870101490

株式会社ロングライフ

株式会社ロングライフ

029-257-2345

3114164 茨城県水戸市谷津町1-8

○

0870101508

株式会社茨城日商

ダスキンヘルスレント水戸ステーション

029-248-0275

3100836 茨城県水戸市元吉田町1311

○

0870102191

株式会社 ゆりかご

ゆりかご介護サービス

029-229-7562

3114206 茨城県水戸市飯富町3467-1

○

0870102423

株式会社 キガ

株式会社 キガ 水戸営業所

029-304-5231

3100844 茨城県水戸市住吉町230-8

○

0870102712

有限会社ミサキ介護サービス

ミサキ介護サービス

029-248-0734

3100844 茨城県水戸市住吉町78-12

○

0870200011

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ 日立介護ステーション

0294-21-4422

3170077

0870200052

有限会社 和光

有限会社 和光

0294-53-3571

3160024 茨城県日立市水木町1-5-7

○

0870200169

一般社団法人 茨城県日立市医師会

日立市医師会 福祉用具センターひたち

0294-37-0268

3160004 茨城県日立市東多賀町5-1-1

○

0870200474

日東レンタル株式会社

日東レンタル株式会社 日立福祉レンタルサー
0294-53-8118
ビス

3191222 茨城県日立市久慈町7-26-18

○

0870201118

株式会社 オヤマ

あさがおケアサービス

0294-35-7340

3160013 茨城県日立市千石町2-4-6

○

0870300266

株式会社 土浦メディカル

株式会社 土浦メディカル

0298-24-6151

3000815 茨城県土浦市中高津3-14-3

○

0870300472

株式会社 ロングライフ

株式会社 ロングライフ 土浦営業所

029-841-2422

3001172 茨城県土浦市沖新田40-5

○

0870300951

ダスキン山多屋商事株式会社

ヘルスレント茨城南ステーション

029-828-7773

3050001 茨城県つくば市栗原2313

○

0870301173

株式会社 日本ドライ

株式会社 日本ドライ 介護用品のスマイル
土浦営業所

029-830-0500

3000814 茨城県土浦市国分町7-5

○

0870301454

有限会社 常総システム

有限会社 常総システム

029-831-4618

3000011 茨城県土浦市神立中央3-11-6

○

0870400223

ウェルケアシステム株式会社

ウェルケアシステム株式会社

0280-48-0637

3060053 茨城県古河市中田1236番地1

○

0870500022

株式会社 茨城福祉サービス

株式会社 茨城福祉サービス

0299-28-1829

3150033 茨城県石岡市東光台4-9-3

○

0870500451

有限会社にこにこ薬局

にこにこ福祉サービス

029-259-0259

3190325 茨城県水戸市小林町1186-113

○

0870500600

ダスキン山多屋商事株式会社

ダスキンヘルスレント石岡ステーション

0299-24-5551

3150001 茨城県石岡市石岡13462-56

○

0870600137

株式会社 須藤

株式会社 須藤

0296-28-5211

3080847 茨城県筑西市玉戸2120番地

○

0870600145

株式会社 つかだアドバンス

株式会社 つかだアドバンス

0298-47-1313

3002642 茨城県つくば市高野439

○

0870600335

株式会社 大島輪業

株式会社 大島輪業

0296-24-5306

3080841 茨城県筑西市二木成924

○

0870700101

株式会社 のはら

株式会社 のはら

0296-32-5588

3070052 茨城県結城市中央町1-1-20

○

0870700234

奥順株式会社

パナソニックエイジフリー介護チェーン結城

0296-33-0333

3070007 茨城県結城市小田林2098

○

0870700259

株式会社 ロングライフ

株式会社 ロングライフ 結城営業所

0296-34-1033

3070015 茨城県結城市鹿窪1305-20

○

0870800133

株式会社 竜ヶ崎医科器械

株式会社 竜ヶ崎医科器械

0297-62-7180

3010831 茨城県龍ケ崎市野原町72

○

0870800281

株式会社 ライフクリエイティブ

アイズ福祉用具貸与事業所

0297-61-1230

3010843

0870800299

株式会社 フローラ

ナチュラルライフサポート

0297-66-6050

3010048 茨城県龍ケ崎市川崎町95

○

0870800513

株式会社 ジェイライフ

福祉サポート げんき

0297-61-0515

3010022 茨城県龍ケ崎市南が丘2-6-1

○

0870800570

株式会社 酒井家具

株式会社 酒井家具 福祉用具貸与事業部

0297-62-2780

3010838 茨城県龍ケ崎市愛戸町59

○

0871000030

社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

下妻社協ケアセンター

0296-44-6993

3040821 茨城県下妻市別府545

○

0871000154

有限会社 さくら介護センター

有限会社 さくら介護センター

0296-45-1606

3040023 茨城県下妻市大串851-1

○

0871100145

有限会社 横張医科器械店

有限会社 横張医科器械店

0297-27-2525

3030041 茨城県常総市豊岡町乙1160-39

×

0871100194

株式会社 ノーブルハウジング

株式会社 ノーブルハウジング

0297-22-9131

3002505 茨城県常総市中妻町3970

○

0871100210

有限会社 ケア･オフィス

有限会社 ケア・オフィス

0297-30-0063

3030018 茨城県常総市十花町446-1

○

0871200119

株式会社 ハリカ太田店

介護支援センター ハートランド

0294-80-7707

3130004 茨城県常陸太田市馬場町86

○

0871500120

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ 中郷介護ステーション

0293-30-1313

3191559

0871900106

社会福祉法人 博慈会

指定福祉用具貸与事業所 博慈園

029-874-4800

3001214 茨城県牛久市女化町253-2

○

0871900247

株式会社 門井商会

春さんさん館

029-874-5015

3001222 茨城県牛久市南1-4-20

○

0871900411

社会福祉法人 河内厚生会

福祉用具貸与事業所もえぎ野

0297-84-6081

3001606 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台1-1-8

○

0871900593

有限会社 マチダ

たんぽぽケアサービス

029-802-6501

3001232 茨城県牛久市上柏田3-22-2

○

0872000443

株式会社 幸和義肢研究所

株式会社 幸和義肢研究所

029-875-7627

3050845 茨城県つくば市大白硲341-1

○

0872000450

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスつくば

029-848-2008

3002638 茨城県つくば市豊里の杜2-1-1

○

0872000518

有限会社 アイシーネット

アイシーネット介護センター

029-896-5300

3050004 茨城県つくば市柴崎1055

○

茨城県日立市城南町3-4-1 らいふアシスト
センター

茨城県龍ケ崎市羽原町1918-1 わかさ羽原
ﾋﾞﾚｯｼﾞ内

茨城県北茨城市中郷町上桜井2865番地らい
ふアシストセンター中郷介護ステーション

○

○

○

茨城県つくば市上横場253-1 Ｍ．Ｉビル
1A/2A

0872001615

奥順 株式会社

パナソニックエイジフリー介護チェーンつくば

029-828-8500

3050854

0872100110

有限会社 ウェルフェア

有限会社 ウェルフェア 介護事業部

029-264-1150

3111221 茨城県ひたちなか市湊本町5-6

○

0872100144

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター ひたちなか

029-354-0841

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2-6-10

○

0872100318

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスひたちなか

029-275-1766

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡西谷津3845-2

○

0872100342

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ ひたちなか介護ステー
ション

029-270-0056

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-1

○

0872100375

有限会社 ケミスト

有限会社ケミスト 福祉用具貸与事業所

029-274-7450

3120012

0872200167

医療法人 社団善仁会

小山記念病院レンタルサービス

0299-77-7631

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台188-17

○

0872300314

株式会社 潮来ハッコウ

介護用品のハッコウ

0299-62-3496

3112405 茨城県潮来市築地933

○

0872700174

有限会社老田百貨店

老田介護サービスセンター

0296-25-2370

3080031 茨城県筑西市丙214

○

0872700190

株式会社東京インテリア家具

㈱東京インテリアメディカルサービス筑西営業
所

0296-21-8811

3091116 茨城県筑西市横塚175-2

○

0873100465

社会福祉法人 武仁会

百里サンハウス福祉用具貸与事業所

0299-54-0710

3113406 茨城県小美玉市下吉影2437-109

○

0873100655

有限会社 東関東サービス

有限会社 東関東サービス

0299-36-7722

3190107 茨城県小美玉市小岩戸2024-126

○

0873101000

株式会社 星医療酸器

株式会社星医療酸器茨城事業所

0299-48-0101

3190107 茨城県小美玉市小岩戸鹿久保1034-1

○

0873300131

株式会社 ロングライフ

株式会社 ロングライフ 那珂営業所

029-295-7843

3110105 茨城県那珂市菅谷5487-4

○

0873300404

茨城電気通信施設株式会社

ケアサポートなか

029-270-8181

3110105 茨城県那珂市菅谷509-2

○

0873300578

社会福祉法人 豊潤会

指定福祉用具貸与事業所 ゆたかサービス

029-295-1287

3110111 茨城県那珂市後台2045-4

○

0873300677

中嶋メディカルサプライ株式会社

たんぽぽ 水戸営業所

029-295-5369

3110105 茨城県那珂市菅谷4521番地15

○

0873300719

社会福祉法人 ナザレ園

ナザレ園福祉用具貸与事業所

029-296-3405

3192103 茨城県那珂市中里365-12

○

0873300800

有限会社 いばらき総合介護サービス

有限会社 いばらき総合介護サービス

0295-54-1919

3192215 茨城県常陸大宮市上町357-4

○

0873300925

有限会社 グットフェイス

有限会社 グットフェイス

0295-53-8567

3192200 茨城県常陸大宮市3203

○

0873400402

株式会社根本家具店

株式会社根本家具店

02957-2-1105

3193526 茨城県久慈郡大子町大子1828

○

0873600506

株式会社 カシマクオリティーライフ

株式会社 カシマクオリティーライフ

0479-46-6979

3140341 茨城県神栖市矢田部12642-11

○

0873600670

医療法人三尚会

にこにこステーション

0291-34-2520

3111517 茨城県鉾田市鉾田2570

○

0873700405

株式会社 工房利匠

株式会社 工房利匠

0295-52-2801

3192134 茨城県常陸大宮市工業団地19-1

-

0873700462

マツザキマテリアル株式会社

かすみウェルフェアサービス

0299-73-0300

3113826 茨城県行方市矢幡1881-12

○

0873800502

株式会社 樹里

株式会社樹里

0298-87-3421

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗1766-3

○

0873900708

株式会社 ホーミック

株式会社 ホーミック

0299-59-1555

3150056 茨城県かすみがうら市上稲吉1834-1

○

0874100159

有限会社 昊栄

昊栄レンタルサービス

0296-57-9971

3091107 茨城県筑西市門井1675-1

○

0874100258

ツクバメディカル株式会社

ツクバメディカル株式会社

0296-52-2140

3004517 茨城県筑西市海老ケ島1241

○

0874200181

有限会社 アイ・アイ・リリーフ

有限会社 アイ・アイ・リリーフ

0297-42-7715

3002705 茨城県常総市豊田1914-1

○

0874200199

有限会社 アネステイ

アネステイケアステーション

0297-30-4755

3002711 茨城県常総市本豊田577-1

-

0874200215

有限会社 ファーマティカ

たけの調剤薬局 介護用品センター

0296-48-2984

3003516 茨城県結城郡八千代町高崎1076-2

○

0874200264

有限会社 健友リース

有限会社 健友リース

0297-30-8008

3002716 茨城県常総市大房715-2

○

0874300411

株式会社 三和サクセス

株式会社 三和サクセス

0280-76-2558

3060125 茨城県古河市仁連1347

○

0875300071

ユタカ建設株式会社

ゆたか福祉用具貸与事業所

0299-72-3031

3113833 茨城県行方市富田273

○

0873700082

有限会社 松本薬局

松本薬局 福祉用具貸与事業所

0299-55-1083

3113512 茨城県行方市玉造甲346

○

0875600124

株式会社 県央福祉サービス

株式会社 県央福祉サービス

0299-36-8550

3190111 茨城県小美玉市中野谷565

○

0870201274

有限会社 SEVEN2

福祉用具貸与事業所はあと

0294-36-0833

3160013 茨城県日立市千石町2-15-12

○

0872001672

株式会社 さくら薬局

株式会社さくら薬局 福祉用具センター

029-855-0091

3050043 茨城県つくば市大角豆1741-2

○

0872400403

株式会社 守谷福祉協会

株式会社 守谷福祉協会

0297-34-0294

3020116 茨城県守谷市大柏1007-24

○

0871100335

リーフ株式会社

リーフ福祉用具貸与事業所

0297-22-7332

3002502 茨城県常総市上蛇町8419

○

茨城県ひたちなか市馬渡2567-4 ウチダデン
キ内

○

○

0870500709

株式会社 エヌ・エフサポート

ケアサポートかいじ

0872500186

社会福祉法人 清河会

介護ショップ サングリーンピア山方

0870103371

株式会社 栗原医療器械店

株式会社栗原医療器械店 水戸支店

0870103389

フランスベッド株式会社

0870201373

0299-23-8068

3150015 茨城県石岡市貝地2-10-39

○

3193106 茨城県常陸大宮市西野内1537-1

○

3100905 茨城県水戸市石川2-4302-1

○

フランスベッド株式会社 メディカル茨城営業所 029-305-5861

3100913 茨城県水戸市見川町2131-992

○

芙蓉物産 株式会社

ハート＆スマイル介護用品の芙蓉

0294-53-5562

3191221 茨城県日立市大みか町6-17-19

○

0870301751

株式会社 栗原医療器械店

株式会社 栗原医療器械店 土浦支店

029-823-2161

3000063 茨城県土浦市若松町1-21

○

0871700696

株式会社 ナオイ

パナソニックエイジフリー介護チェーンふれあ
い取手

0297-70-7201

3020034 茨城県取手市戸頭8-7-3

○

0872001896

株式会社 Ｓｐａｃｅ

株式会社 Ｓｐａｃｅ

029-875-4350

3003257 茨城県つくば市筑穂1-1-13 ＫＭＳ・Ｓ201

○

0872001912

株式会社 ナミリスダイナミックバンク

ナミリスショップ

029-859-4177

3050042 茨城県つくば市下広岡1055-666

○

0872001920

株式会社 ランド・プラン

株式会社 ランド・プラン

029-855-5175

3050031 茨城県つくば市吾妻3-7-1

○

0870301876

アルファトラスト株式会社

アルファトラスト

029-823-4411

3000061 茨城県土浦市並木4-4657-1

○

0870301900

株式会社 はーとらいふ

株式会社 はーとらいふ つくば支店

029-843-6261

3000847 茨城県土浦市卸町2-3-1

○

0870400769

株式会社福祉用具SAGA

株式会社福祉用具SAGA

0280-32-0510

3060011 茨城県古河市東3-17-21

○

0870400819

株式会社エイワ

株式会社エイワ

0280-75-0220

3060111 茨城県古河市大和田1328-1

○

0870800752

株式会社 ファインケア

ファインケア龍ケ崎福祉用具サービス

0297-85-2650

3010832 茨城県龍ケ崎市緑町46

○

0871600433

有限会社ともべ看護ケアセンター

福祉用具 ともべ

0296-71-9638

3190202 茨城県笠間市下郷4536－115

○

0871900676

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター牛久南

029-878-5035

3001222 茨城県牛久市南3-20-2

○

0872500236

有限会社三村建設

ケアサポート ミムラ

0295-52-0487

3192132 茨城県常陸大宮市小場247-2

○

0873000178

株式会社手

まるふく介護保険サービス

0299-59-0029

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉2632-24

○

0870301926

株式会社 アールイーライフ

株式会社アールイーライフ福祉用具相談所

029-879-9490

3000817 茨城県土浦市永国1059-1永井ビル102

○

0873000202

株式会社ケアスター

ケアスター

029-896-3561

3000011 茨城県土浦市神立中央２－１６－１

○

0872002209

有限会社 つくばセントラルサービス

有限会社 つくばセントラルサービス

029-867-4976

3004236 茨城県つくば市小泉5-1

○

0870201621

株式会社日本ドライ

株式会社日本ドライ 介護用品のスマイル 日
立営業所

0294-33-7227

3191301 茨城県日立市十王町伊師3308-1

○

0872500277

有限会社 ライフ

有限会社 ライフ

0295-55-4830

3114613 茨城県常陸大宮市長倉832-2

○

0870104239

有限会社 アーキレイ

福介

029-291-7187

3100067 茨城県水戸市根本1-314-1

○

0871700753

株式会社 取手福祉サービス

取手福祉サービス

0297-85-3396

3020005 茨城県取手市東3-7-1

○

0872400627

株式会社翁

カイゴショップ 翁

0297-48-0982

3020104 茨城県守谷市久保ケ丘1-22-5

-

0870302080

株式会社 東京インテリア メディカルサービス

東京インテリア ＭＳ 土浦

029-826-8171

3000063 茨城県土浦市若松町2-7

○

0871600557

合同会社 HOTT

合同会社HOTT

0296-70-5760

3091703 茨城県笠間市鯉淵6526-155

○

0870104437

ログ建築株式会社

オレンジケア水戸

029-306-8273

3114152 茨城県水戸市河和田1-1704-12

○

0871500583

合同会社こころケアサービス

合同会社こころケアサービス

0293-44-3406

3191555 茨城県北茨城市中郷町小野矢指412

○

0871700928

さくら建設 株式会社

さくら建設 株式会社

0297-85-3026

3001532 茨城県取手市谷中30-2

○

0872500301

株式会社 ライフケア

株式会社 ライフケア

0295-52-2941

3192263 茨城県常陸大宮市南町958-6

○

0872101704

株式会社 ケアフロンティア

株式会社 ケアフロンティア

029-229-0466

3120033 茨城県ひたちなか市市毛1114

○

0870700515

株式会社ハートケアゆうき

株式会社ハートケアゆうき

0296-54-6126

3070012 茨城県結城市久保田1280

○

0870104874

有限会社ファスト

ケアステーション なかよしの森

029-305-5757

3100913 茨城県水戸市見川町丹下二ノ牧2142-10

○

0870201928

ケア・アシストサービス合同会社

ケア・アシストサービス

0294-33-6892

3160012 茨城県日立市大久保町2-6-20

○

0874400476

株式会社ゆたか家

株式会社 ゆたか家

0297-68-8667

3001622 茨城県北相馬郡利根町布川976

○

0872500418

合同会社グリーン・フィール

介護ショップ サングリーンピア大宮

0295-53-8007

3192222 茨城県常陸大宮市若林952-1

○

0872500400

クォーターハーフ株式会社

クォーターハーフ㈱

0295-53-7737

3192144 茨城県常陸大宮市泉531-7

○

0872101845

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ 福祉用具事業所

029-276-0660

3120046 茨城県ひたちなか市勝田泉町4-17

○

295572100
029-251-0180

0870302429

プルメリア訪問介護株式会社

プルメリア福祉サービス

029-835-3003

3000834 茨城県土浦市小岩田東1-1-39

○

0873801161

鈴蘭株式会社

介護福祉用具 鈴蘭

029-886-8451

3001157 茨城県稲敷郡阿見町小池1631-4

○

0870100237

株式会社 ヤマシタコーポレーション

株式会社 ヤマシタコーポレーション 茨城営業
029-231-2001
所

3100803 茨城県水戸市城南1-1-6 サザン水戸ビル1F

○

0870100252

株式会社 ミカ

株式会社 ミカ

029-254-1981

3114153 茨城県水戸市河和田町3330-10

○

0870100450

有限会社 ロイエル商会

有限会社 ロイエル商会

029-244-9531

3100853 茨城県水戸市平須町1828-254

○

0870100526

有限会社 ヨシフク

有限会社 ヨシフク

029-248-5307

3100841 茨城県水戸市酒門町1437-3

○

0870101086

株式会社 日本ドライ

株式会社 日本ドライ 介護用品のスマイル
水戸営業所

029-305-5031

3100913 茨城県水戸市見川町2131-318

○

0870101201

有限会社 ケアショップ ケーアンドエム

有限会社 ケアショップ ケーアンドエム

029-240-0235

3100836 茨城県水戸市元吉田町1596-1

○

0870101219

社会福祉法人 親愛会

ライフ緑岡

029-244-6363

3100913 茨城県水戸市見川町1820-17

○

0870101490

株式会社ロングライフ

株式会社ロングライフ

029-257-2345

3114164 茨城県水戸市谷津町1-8

○

0870101508

株式会社茨城日商

ダスキンヘルスレント水戸ステーション

029-248-0275

3100836 茨城県水戸市元吉田町1311

○

0870102191

株式会社 ゆりかご

ゆりかご介護サービス

029-229-7562

3114206 茨城県水戸市飯富町3467-1

○

0870102423

株式会社 キガ

株式会社 キガ 水戸営業所

029-304-5231

3100844 茨城県水戸市住吉町230-8

○

0870102704

株式会社ひまわり介護用品センター

ひまわり特定福祉用具販売事業所

029-212-8866

3100902 茨城県水戸市渡里町300-1

○

0870102712

有限会社ミサキ介護サービス

ミサキ介護サービス

029-248-0734

3100844 茨城県水戸市住吉町78-12

○

0870200011

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ 日立介護ステーション

0294-21-4422

3170077

0870200052

有限会社 和光

有限会社 和光

0294-53-3571

3160024 茨城県日立市水木町1-5-7

○

0870200474

日東レンタル株式会社

日東レンタル株式会社 日立福祉レンタルサー
0294-53-8118
ビス

3191222 茨城県日立市久慈町7-26-18

○

0870201118

株式会社 オヤマ

あさがおケアサービス

0294-35-7340

3160013 茨城県日立市千石町2-4-6

○

0870300266

株式会社 土浦メディカル

株式会社 土浦メディカル

0298-24-6151

3000815 茨城県土浦市中高津3-14-3

○

0870300472

株式会社 ロングライフ

株式会社 ロングライフ 土浦営業所

029-841-2422

3001172 茨城県土浦市沖新田40-5

○

0870300951

ダスキン山多屋商事株式会社

ヘルスレント茨城南ステーション

029-828-7773

3050001 茨城県つくば市栗原2313

○

0870301173

株式会社 日本ドライ

株式会社 日本ドライ 介護用品のスマイル
土浦営業所

029-830-0500

3000814 茨城県土浦市国分町7-5

○

0870301454

有限会社 常総システム

有限会社 常総システム

029-831-4618

3000011 茨城県土浦市神立中央3-11-6

○

0870301470

株式会社 スマイル本田

株式会社 スマイル本田 荒川沖店

029-843-2211

3000843 茨城県土浦市中村南4-11-12

○

0870400223

ウェルケアシステム株式会社

ウェルケアシステム株式会社

0280-48-0637

3060053 茨城県古河市中田1236番地1

○

0870500022

株式会社 茨城福祉サービス

株式会社 茨城福祉サービス

0299-28-1829

3150033 茨城県石岡市東光台4-9-3

○

0870500451

有限会社にこにこ薬局

にこにこ福祉サービス

029-259-0259

3190325 茨城県水戸市小林町1186-113

○

0870500600

ダスキン山多屋商事株式会社

ダスキンヘルスレント石岡ステーション

0299-24-5551

3150001 茨城県石岡市石岡13462-56

○

0870600137

株式会社 須藤

株式会社 須藤

0296-28-5211

3080847 茨城県筑西市玉戸2120番地

○

0870600145

株式会社 つかだアドバンス

株式会社 つかだアドバンス

0298-47-1313

3002642 茨城県つくば市高野439

○

0870700101

株式会社 のはら

株式会社 のはら

0296-32-5588

3070052 茨城県結城市中央町1-1-20

○

0870700234

奥順株式会社

パナソニックエイジフリー介護チェーン結城

0296-33-0333

3070007 茨城県結城市小田林2098

○

0870700259

株式会社 ロングライフ

株式会社 ロングライフ 結城営業所

0296-34-1033

3070015 茨城県結城市鹿窪1305-20

○

0870800133

株式会社 竜ヶ崎医科器械

株式会社 竜ヶ崎医科器械

0297-62-7180

3010831 茨城県龍ケ崎市野原町72

○

0870800281

株式会社 ライフクリエイティブ

アイズ福祉用具貸与事業所

0297-61-1230

3010843

0870800299

株式会社 フローラ

ナチュラルライフサポート

0297-66-6050

3010048 茨城県龍ケ崎市川崎町95

○

0870800513

株式会社 ジェイライフ

福祉サポート げんき

0297-61-0515

3010022 茨城県龍ケ崎市南が丘2-6-1

○

0870800570

株式会社 酒井家具

株式会社 酒井家具 福祉用具貸与事業部

0297-62-2780

3010838 茨城県龍ケ崎市愛戸町59

○

0871000030

社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

下妻社協ケアセンター

0296-44-6993

3040821 茨城県下妻市別府545

○

茨城県日立市城南町3-4-1 らいふアシスト
センター

茨城県龍ケ崎市羽原町1918-1 わかさ羽原
ﾋﾞﾚｯｼﾞ内

○

○

0871000154

有限会社 さくら介護センター

有限会社 さくら介護センター

0296-45-1606

3040023 茨城県下妻市大串851-1

○

0871100194

株式会社 ノーブルハウジング

株式会社 ノーブルハウジング

0297-22-9131

3002505 茨城県常総市中妻町3970

○

0871100210

有限会社 ケア･オフィス

有限会社 ケア・オフィス

0297-30-0063

3030018 茨城県常総市十花町446-1

○

0871200119

株式会社 ハリカ太田店

介護支援センター ハートランド

0294-80-7707

3130004 茨城県常陸太田市馬場町86

○

0871500120

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ 中郷介護ステーション

0293-30-1313

3191559

茨城県北茨城市中郷町上桜井2865番地らい
ふアシストセンター中郷介護ステーション

○

0871900098

メディコム・アンド・ホールディング・マネージメント
株式会社

メディコム・アンド・ホールディング・マネージメ
ント株式会社 牛久支店

0298-73-2942

3001296

茨城県牛久市猪子町896 牛久愛和総合病
院内

○

0871900106

社会福祉法人 博慈会

指定福祉用具貸与事業所 博慈園

029-874-4800

3001214 茨城県牛久市女化町253-2

○

0871900247

株式会社 門井商会

春さんさん館

029-874-5015

3001222 茨城県牛久市南1-4-20

○

0871900411

社会福祉法人 河内厚生会

福祉用具貸与事業所もえぎ野

0297-84-6081

3001606 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台1-1-8

○

0871900593

有限会社 マチダ

たんぽぽケアサービス

029-802-6501

3001232 茨城県牛久市上柏田3-22-2

○

0872000443

株式会社 幸和義肢研究所

株式会社 幸和義肢研究所

029-875-7627

3050845 茨城県つくば市大白硲341-1

○

0872000450

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスつくば

029-848-2008

3002638 茨城県つくば市豊里の杜2-1-1

○

0872000518

有限会社 アイシーネット

アイシーネット介護センター

029-896-5300

3050004 茨城県つくば市柴崎1055

○

0872001615

奥順 株式会社

パナソニックエイジフリー介護チェーンつくば

029-828-8500

3050854

0872100110

有限会社 ウェルフェア

有限会社 ウェルフェア 介護事業部

029-264-1150

3111221 茨城県ひたちなか市湊本町5-6

○

0872100144

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター ひたちなか

029-354-0841

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2-6-10

○

0872100318

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスひたちなか

029-275-1766

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡西谷津3845-2

○

0872100342

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ ひたちなか介護ステー
ション

029-270-0056

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-1

○

0872100375

有限会社 ケミスト

有限会社ケミスト 福祉用具貸与事業所

029-274-7450

3120012

0872200167

医療法人 社団善仁会

小山記念病院レンタルサービス

0299-77-7631

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台188-17

○

0872300314

株式会社 潮来ハッコウ

介護用品のハッコウ

0299-62-3496

3112405 茨城県潮来市築地933

○

0872700174

有限会社老田百貨店

老田介護サービスセンター

0296-25-2370

3080031 茨城県筑西市丙214

○

0872700190

株式会社東京インテリア家具

㈱東京インテリアメディカルサービス筑西営業
所

0296-21-8811

3091116 茨城県筑西市横塚175-2

○

0872800107

有限会社せいかつ創造社

せいかつ創造社

0297-35-7926

3060645 茨城県坂東市長須918-1

○

0873100655

有限会社 東関東サービス

有限会社 東関東サービス

0299-36-7722

3190107 茨城県小美玉市小岩戸2024-126

○

0873101000

株式会社 星医療酸器

株式会社星医療酸器茨城事業所

0299-48-0101

3190107 茨城県小美玉市小岩戸鹿久保1034-1

○

0873300131

株式会社 ロングライフ

株式会社 ロングライフ 那珂営業所

029-295-7843

3110105 茨城県那珂市菅谷5487-4

○

0873300404

茨城電気通信施設株式会社

ケアサポートなか

029-270-8181

3110105 茨城県那珂市菅谷509-2

○

0873300677

中嶋メディカルサプライ株式会社

たんぽぽ 水戸営業所

029-295-5369

3110105 茨城県那珂市菅谷4521番地15

○

0873300727

株式会社 ライフケアサービス

株式会社 ライフケアサービス

0295-52-2941

3192263 茨城県常陸大宮市南町958-6 NKﾋﾞﾙ1階

○

0873300800

有限会社 いばらき総合介護サービス

有限会社 いばらき総合介護サービス

0295-54-1919

3192215 茨城県常陸大宮市上町357-4

○

0873300925

有限会社 グットフェイス

有限会社 グットフェイス

0295-53-8567

3192200 茨城県常陸大宮市3203

○

0873400402

株式会社根本家具店

株式会社根本家具店

02957-2-1105

3193526 茨城県久慈郡大子町大子1828

○

0873600506

株式会社 カシマクオリティーライフ

株式会社 カシマクオリティーライフ

0479-46-6979

3140341 茨城県神栖市矢田部12642-11

○

0873700405

株式会社 工房利匠

株式会社 工房利匠

0295-52-2801

3192134 茨城県常陸大宮市工業団地19-1

○

0873700462

マツザキマテリアル株式会社

かすみウェルフェアサービス

0299-73-0300

3113826 茨城県行方市矢幡1881-12

○

0873800502

株式会社 樹里

株式会社樹里

0298-87-3421

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗1766-3

○

0873900708

株式会社 ホーミック

株式会社 ホーミック

0299-59-1555

3150056 茨城県かすみがうら市上稲吉1834-1

○

0874100159

有限会社 昊栄

昊栄レンタルサービス

0296-57-9971

3091107 茨城県筑西市門井1675-1

○

0874100258

ツクバメディカル株式会社

ツクバメディカル株式会社

0296-52-2140

3004517 茨城県筑西市海老ケ島1241

○

0874200181

有限会社 アイ・アイ・リリーフ

有限会社 アイ・アイ・リリーフ

0297-42-7715

3002705 茨城県常総市豊田1914-1

○

茨城県つくば市上横場253-1 Ｍ．Ｉビル
1A/2A

茨城県ひたちなか市馬渡2567-4 ウチダデン
キ内

○

○

0874200215

有限会社 ファーマティカ

たけの調剤薬局 介護用品センター

0296-48-2984

3003516 茨城県結城郡八千代町高崎1076-2

○

0874200264

有限会社 健友リース

有限会社 健友リース

0297-30-8008

3002716 茨城県常総市大房715-2

○

0874300411

株式会社 三和サクセス

株式会社 三和サクセス

0280-76-2558

3060125 茨城県古河市仁連1347

○

0875300089

ユタカ建設株式会社

ゆたか特定福祉用具販売事業所

0299-72-3031

3113833 茨城県行方市富田273

○

0873700082

有限会社 松本薬局

松本薬局 福祉用具貸与事業所

0299-55-1083

3113512 茨城県行方市玉造甲346

○

0875600124

株式会社 県央福祉サービス

株式会社 県央福祉サービス

0299-36-8550

3190111 茨城県小美玉市中野谷565

○

0870201282

有限会社 SEVEN2

特定福祉用具販売事業所はあと

0294-36-0833

3160013 茨城県日立市千石町2-15-12

○

0872001672

株式会社 さくら薬局

株式会社さくら薬局 福祉用具センター

029-855-0091

3050043 茨城県つくば市大角豆1741-2

○

0872400403

株式会社 守谷福祉協会

株式会社 守谷福祉協会

0297-34-0294

3020116 茨城県守谷市大柏1007-24

○

0871100343

リーフ株式会社

リーフ特定福祉用具販売所

0297-22-7332

3002502 茨城県常総市上蛇町8419

○

0870500709

株式会社 エヌ・エフサポート

ケアサポートかいじ

0299-23-8068

3150015 茨城県石岡市貝地2-10-39

○

0872500186

社会福祉法人 清河会

介護ショップ サングリーンピア山方

3193106 茨城県常陸大宮市西野内1537-1

○

0870103371

株式会社 栗原医療器械店

株式会社栗原医療器械店 水戸支店

3100905 茨城県水戸市石川2-4302-1

○

0870103389

フランスベッド株式会社

フランスベッド株式会社 メディカル茨城営業所 029-305-5861

3100913 茨城県水戸市見川町2131-992

○

0870201373

芙蓉物産 株式会社

ハート＆スマイル介護用品の芙蓉

0294-53-5562

3191221 茨城県日立市大みか町6-17-19

○

0870301751

株式会社 栗原医療器械店

株式会社 栗原医療器械店 土浦支店

029-823-2161

3000063 茨城県土浦市若松町1-21

○

0871700696

株式会社 ナオイ

パナソニックエイジフリー介護チェーンふれあ
い取手

0297-70-7201

3020034 茨城県取手市戸頭8-7-3

○

0872001896

株式会社 Ｓｐａｃｅ

株式会社 Ｓｐａｃｅ

029-875-4350

3003257 茨城県つくば市筑穂1-1-13 ＫＭＳ・Ｓ201

○

0872001912

株式会社 ナミリスダイナミックバンク

ナミリスショップ

029-859-4177

3050042 茨城県つくば市下広岡1055-666

○

0872001920

株式会社 ランド・プラン

株式会社 ランド・プラン

029-855-5175

3050031 茨城県つくば市吾妻3-7-1

○

0870301876

アルファトラスト株式会社

アルファトラスト

029-823-4411

3000061 茨城県土浦市並木4-4657-1

○

0870301900

株式会社 はーとらいふ

株式会社 はーとらいふ つくば支店

029-843-6261

3000847 茨城県土浦市卸町2-3-1

○

0870400769

株式会社福祉用具SAGA

株式会社福祉用具SAGA

0280-32-0510

3060011 茨城県古河市東3-17-21

○

0870400819

株式会社エイワ

株式会社エイワ

0280-75-0220

3060111 茨城県古河市大和田1328-1

○

0870500790

茨石商事 株式会社

茨石商事株式会社

0299-24-2680

3150013 茨城県石岡市府中2-3-19

○

0870800752

株式会社 ファインケア

ファインケア龍ケ崎福祉用具サービス

0297-85-2650

3010832 茨城県龍ケ崎市緑町46

○

0871600433

有限会社ともべ看護ケアセンター

福祉用具 ともべ

0296-71-9638

3190202 茨城県笠間市下郷4536－115

○

0871900676

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター牛久南

029-878-5035

3001222 茨城県牛久市南3-20-2

○

0872500236

有限会社三村建設

ケアサポート ミムラ

0295-52-0487

3192132 茨城県常陸大宮市小場247-2

○

0873000178

株式会社手

まるふく介護保険サービス

0299-59-0029

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉2632-24

○

0870301926

株式会社 アールイーライフ

株式会社アールイーライフ福祉用具相談所

029-879-9490

3000817 茨城県土浦市永国1059-1永井ビル102

○

0872002209

有限会社 つくばセントラルサービス

有限会社 つくばセントラルサービス

029-867-4976

3004236 茨城県つくば市小泉5-1

○

0870301967

株式会社 ジョイフル本田

株式会社ジョイフル本田荒川沖店

029-841-2211

3000876 茨城県土浦市北荒川沖町1-30

○

0872101472

株式会社 ジョイフル本田

株式会社ジョイフル本田ニューポートひたちな
か店

029-265-5325

3120005 茨城県ひたちなか市新光町34-1

○

0872400577

株式会社 ジョイフル本田

株式会社ジョイフル本田守谷店

0297-48-8020

3020127 茨城県守谷市松ケ丘3-8

○

0870201621

株式会社日本ドライ

株式会社日本ドライ 介護用品のスマイル 日
立営業所

0294-33-7227

3191301 茨城県日立市十王町伊師3308-1

○

0872500277

有限会社 ライフ

有限会社 ライフ

0295-55-4830

3114613 茨城県常陸大宮市長倉832-2

○

0870104239

有限会社 アーキレイ

福介

029-291-7187

3100067 茨城県水戸市根本1-314-1

○

0871700753

株式会社 取手福祉サービス

取手福祉サービス

0297-85-3396

3020005 茨城県取手市東3-7-1

○

0872400627

株式会社翁

カイゴショップ 翁

0297-48-0982

3020104 茨城県守谷市久保ケ丘1-22-5

-

0870302080

株式会社 東京インテリア メディカルサービス

東京インテリア ＭＳ 土浦

029-826-8171

3000063 茨城県土浦市若松町2-7

○

295572100
029-251-0180

0871600557

合同会社 HOTT

合同会社HOTT

0296-70-5760

3091703 茨城県笠間市鯉淵6526-155

○

0870104437

ログ建築株式会社

オレンジケア水戸

029-306-8273

3114152 茨城県水戸市河和田1-1704-12

○

0871500583

合同会社こころケアサービス

合同会社こころケアサービス

0293-44-3406

3191555 茨城県北茨城市中郷町小野矢指412

○

0871700928

さくら建設 株式会社

さくら建設 株式会社

0297-85-3026

3001532 茨城県取手市谷中30-2

○

0872500301

株式会社 ライフケア

株式会社 ライフケア

0295-52-2941

3192263 茨城県常陸大宮市南町958-6

○

0871900924

株式会社 樹里

株式会社 樹里 牛久営業所

029-872-6516

3001221 茨城県牛久市牛久町552-3ＴＯＡﾊｲﾂ306

○

0872101704

株式会社 ケアフロンティア

株式会社 ケアフロンティア

029-229-0466

3120033 茨城県ひたちなか市市毛1114

○

0870700515

株式会社ハートケアゆうき

株式会社ハートケアゆうき

0296-54-6126

3070012 茨城県結城市久保田1280

○

0870104874

有限会社ファスト

ケアステーション なかよしの森

029-305-5757

3100913 茨城県水戸市見川町丹下二ノ牧2142-10

○

0870201928

ケア・アシストサービス合同会社

ケア・アシストサービス

0294-33-6892

3160012 茨城県日立市大久保町2-6-20

○

0874400476

株式会社ゆたか家

株式会社 ゆたか家

0297-68-8667

3001622 茨城県北相馬郡利根町布川976

○

0872500418

合同会社グリーン・フィール

介護ショップ サングリーンピア大宮

0295-53-8007

3192222 茨城県常陸大宮市若林952-1

○

0872500400

クォーターハーフ株式会社

クォーターハーフ㈱

0295-53-7737

3192144 茨城県常陸大宮市泉531-7

○

0872101852

株式会社 アーバンアーキテック

ご長寿くらぶ 福祉用具事業所

029-276-0660

3120046 茨城県ひたちなか市勝田泉町4-17

○

0873801161

鈴蘭株式会社

介護福祉用具 鈴蘭

029-886-8451

3001157 茨城県稲敷郡阿見町小池1631-4

○

0810310599

医療法人社団 青洲会

神立病院

0298-32-3399

3000011 茨城県土浦市神立中央5-4-20

0810410829

医療法人 茨城愛心会

医療法人茨城愛心会 古河病院

0280-47-1010

3060041 茨城県古河市鴻巣字茶屋下1555

0810510123

公益社団法人 地域医療振興協会

石岡第一病院

0299-22-5151

3150023 茨城県石岡市東府中1-7

0811410224

医療法人 それいゆ会

高萩それいゆ病院

0293-24-0770

3180004 茨城県高萩市上手綱赤塚268

0811510163

医療法人 芳医会

医療法人 芳医会 瀧病院

0293-42-1221

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305

0812110856

医療法人 沼田内科クリニック

医療法人 沼田内科クリニック

029-276-1515

3120032 茨城県ひたちなか市津田2829-5

0841840150

アイアールファーマシー株式会社

いしつか薬局

0297-36-0515

3060631 茨城県坂東市岩井3292-18

0847140126

有限会社 大木薬局

有限会社 大木薬局

0296-55-0701

3004411 茨城県桜川市真壁町田143-4

0850280041

日立健康保険組合

日立健康保険組合 シニア健康センターしおさ
い

0294-34-6611

3160035 茨城県日立市国分町3-6-1

0851480020

医療法人 それいゆ会

介護老人保健施設 ノア

0293-24-2100

3180013 茨城県高萩市高浜町3-154-1

0853480010

医療法人 久仁会

温泉リハビリセンター 虹の丘

02957-2-6331

3193552 茨城県久慈郡大子町矢田93-1

0853880011

医療法人 盈科会

老人保健施設 ケアセンター阿見

029-889-1180

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗2957-4

0854380029

医療法人 清風会

医療法人 清風会 寿桂苑

0297-44-2345

3060515 茨城県坂東市沓掛4527-1

0860390012

公益社団法人 茨城県看護協会

公益社団法人茨城県看護協会 土浦訪問看護
0298-26-6551
ステーション

3000812 茨城県土浦市下高津2-7-68

0860690023

医療法人 宮田医院

みやた訪問看護ステーション

0296-25-1298

3080031 茨城県筑西市丙58-3

0860890011

一般社団法人 竜ヶ崎市牛久市医師会

一般社団法人竜ヶ崎市牛久市医師会 訪問看
護ステーション竜ヶ崎

0297-62-7544

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町834-1

0861990018

一般社団法人 竜ヶ崎市・牛久市医師会

訪問看護ステーションうしく

0298-72-8889

3001234 茨城県牛久市中央3-15-1

0862290012

公益社団法人 茨城県看護協会

公益社団法人茨城県看護協会 鹿嶋訪問看護
0299-84-6250
ｽﾃｰｼｮﾝ

3140039 茨城県鹿嶋市緑ヶ丘3－9－20

0863890018

学校法人 東京醫科大学

東京医科大学霞ヶ浦訪問看護ステーション

029-888-1711

3000395 茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1

0870100021

社会福祉法人 翠清福祉会

指定居宅介護支援事業所 かたくり

029-255-5217

3114153 茨城県水戸市河和田町4510-1

0870100039

株式会社 ケアファクトリー

株式会社 ケアファクトリー

029-257-6650

3100911 茨城県水戸市見和1-298-7

0870100047

株式会社 テンダーケアジャパン

ケアプランヘルパーコール

029-302-3339

3100004 茨城県水戸市青柳町4262-2

0870100062

エビサワケア 有限会社

ケアプランえびさわ 居宅介護支援センター

029-248-5043

3100836 茨城県水戸市元吉田町707-1

0870100070

社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

水戸市社会福祉協議会在宅福祉サービスセン
ター

029-309-1201

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1

0870100088

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス水戸居宅介護支援事業所

029-254-8442

3114153 茨城県水戸市河和田町3003-1

0870100096

一般社団法人茨城県水戸市医師会

一般社団法人水戸市医師会介護保険センター
みと

029-305-6807

3114153 茨城県水戸市河和田町107-6

0870100112

有限会社 ほっと水戸

有限会社 ほっと水戸

029-305-1677

3100912 茨城県水戸市見川2-93-4

0870100120

公益社団法人水戸市シルバー人材センター

公益社団法人水戸市シルバー人材センター介
護保険事業所

029-303-7272

3190393 茨城県水戸市内原町1395-1

0870100138

医療法人 社団 協栄会

介護支援事業所 ふたりしずか

029-254-3801

3100905 茨城県水戸市石川4-4039-26

0870100146

社会福祉法人 翠清福祉会

指定居宅介護支援事業所 けやき

029-246-1114

3100841 茨城県水戸市酒門町4231-2

0870100153

茨城保健生活協同組合

城南 居宅介護支援事業所

029-302-0405

3100804

0870100187

社会福祉法人 親愛会

介護支援センター 緑岡

029-244-7833

3100913 茨城県水戸市見川町1820-17

0870100195

社会福祉法人 聖蘭会

フォレストヴィラ水戸 居宅介護支援事業所

029-253-6551

3114161 茨城県水戸市全隈町1256-7

0870100203

社会福祉法人 恒勝会

ライフピア居宅介護支援事業所

029-225-9016

3100004 茨城県水戸市青柳町3796

0870100260

社会福祉法人 水戸市社会福祉事業団

居宅介護支援事業所 長者山荘

029-228-0723

3100902 茨城県水戸市渡里町3201-3

0870100278

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス水戸

029-304-0058

3111134 茨城県水戸市百合が丘町8-3

0870100302

水戸農業協同組合

水戸農業協同組合

029-253-2424

3114141 茨城県水戸市赤塚2-27

0870100336

株式会社 ツクイ

ツクイ水戸

029-300-3939

3100063 茨城県水戸市五軒町3-3-45

0870100351

社会福祉法人 水戸市社会福祉事業団

居宅介護支援事業所 葉山荘

029-243-5508

3100851 茨城県水戸市千波町1677

0870100591

社会福祉法人 愛の会

居宅介護支援事業所「ハート２４」水戸事業所

029-257-2255

3114144 茨城県水戸市開江町8

0870100682

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 上水戸

029-257-8050

3100041 茨城県水戸市上水戸4-6-45

0870100724

医療法人社団 相川会

せんば指定居宅介護支援事業所

029-243-6407

3100851 茨城県水戸市千波町214-6

0870100831

公益社団法人 茨城県柔道接骨師会

公益社団法人茨城県柔道接骨師会指定居宅
介護支援事業所

029-254-3873

3114144 茨城県水戸市開江町2281-1

0870100856

株式会社 イディア・コ－ポレ－ション

介護支援センタ－きらり

029-251-6880

3114152 茨城県水戸市河和田1-1513-25

0870100930

社会福祉法人 水戸市社会福祉事業団

居宅介護支援事業所あかつか

029-309-7733

3114141 茨城県水戸市赤塚1-1 ミオスビル

0870100997

有限会社 オオモリ・ケアサ－ビス

指定居宅介護支援センタ－オオモリ

029-304-6362

3100836 茨城県水戸市元吉田町1604-5

0870101185

有限会社 ロイエル商会

ロイエル商会 居宅介護支援事業所

029-244-9531

3100853 茨城県水戸市平須町1828-254

0870101276

社会福祉法人 豊心の会

アクティブハート さかど 居宅介護支援事業
所

029-248-5511

3100841 茨城県水戸市酒門町4390

0870101359

有限会社 テクノ・サポート

やまぶき居宅介護支援事業所

029-257-7715

3100045 茨城県水戸市新原1-12-10

0870101599

有限会社 エリア･ネットワーク・サービス

明日葉ケアセンター

029-305-6913

3100913 茨城県水戸市見川町丹下一ノ牧2131-1303

0870101623

株式会社 ユニマットそよ風

水戸ケアセンターそよ風

029-309-1281

3100911 茨城県水戸市見和1-298-9

0870101680

いばらきコープ生活協同組合

コープケアプランセンター

029-257-8905

3114141 茨城県水戸市赤塚1-2029-121

0870101771

株式会社 モーディス

居宅介護支援センター 開江

029-257-2320

3114144 茨城県水戸市開江町960 2F

0870101961

社会福祉法人 尚生会

指定居宅介護支援事業所 グリーンハウスみ
と

029-240-5580

3111114 茨城県水戸市塩崎町3503

0870102043

社会福祉法人 北養会

指定居宅介護支援センター 長生園

029-251-5345

3100903 茨城県水戸市堀町1185番地

0870102134

医療法人財団古宿会

ケアセンターまこと

029-306-8333

3111134 茨城県水戸市百合が丘町814-477

0870102159

有限会社 ファイブアローズ

あおぞらデイサービス水戸 居宅介護支援事
業所

029-252-0838

3100912 茨城県水戸市見川5-1250-6

0870102217

医療法人 大橋会

居宅介護支援事業所 みがわ

029-305-6868

3100913 茨城県水戸市見川町2131-105

0870102233

有限会社 リ・クリエイト

居宅介護支援事業所 ケアプランさくら

029-221-0958

3100911

0870102266

社会福祉法人 高福会

居宅介護支援事業所 森の家

029-240-3155

3100914 茨城県水戸市小吹町702-1

0870102381

社会福祉法人 北養会

指定居宅介護支援事業所 くるみ館

029-255-4808

3114153 茨城県水戸市河和田町3335-1

0870102399

社会福祉法人 ユーアイ村

ユーアイケアプランセンター

029-222-1823

3100827 茨城県水戸市吉沼町1839-1

0870102514

株式会社 サンテ

居宅介護支援事業所ヘルサ

029-304-6020

3100847 茨城県水戸市米沢町82-3

0870102589

医療法人社団協栄会

居宅介護支援事業所『はぁもにか』

029-257-1777

3100905 茨城県水戸市石川1-4017-1

0870102613

医療法人社団 有朋会

指定居宅介護支援事業所 クリクリ住吉

029-248-0066

3100844 茨城県水戸市住吉町20-6

0870102738

有限会社 ファスト

居宅介護支援事業所 なかよしの森

029-305-5757

3100913 茨城県水戸市見川町丹下二之牧2142-10

茨城県水戸市白梅3-13-8 水戸共同ビル
201号室

茨城県水戸市見和1-381-12 市営桜が丘住
宅30棟3Ｆ7号

0870102753

株式会社 スマイルタウン

スマイルタウン

029-292-6060

3110311 茨城県常陸太田市町屋町1296-7

0870102837

株式会社 ケアコーポレーション みのわ

㈱ ケアコーポレーション みのわ

029-305-3116

3100851 茨城県水戸市千波町727-1 石川ビル104

0870102845

株式会社 ケアサービスいこま

ケアサービスいこま

029-305-3703

3100852 茨城県水戸市笠原町1429-2

0870102944

株式会社 ゆりかご

ゆりかごケアプランセンター

029-229-7562

3114206 茨城県水戸市飯富町3467-1

0870200011

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ 日立介護ステーション

0294-21-4422

3170077

0870200029

一般社団法人 茨城県日立市医師会

日立市医師会ケアプラン作成事業所ひたち

0294-37-0268

3160004 茨城県日立市東多賀町5-1-1

0870200037

社会福祉法人 愛正会

田尻ヶ丘ヘルシーケア 指定居宅介護支援事
業所

0294-42-1643

3191416 茨城県日立市田尻町2-8-11

0870200086

社会福祉法人 松濤会

居宅介護支援事業所 銀砂台

0294-43-2233

3191418 茨城県日立市砂沢町1155-1

0870200094

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 日立

0294-25-0201

3170065 茨城県日立市助川町2-6-22

0870200136

社会福祉法人 山桜会

介護サービス計画センター小咲園

0294-35-9000

3160001 茨城県日立市諏訪町5-5-1

0870200144

社会福祉法人 日立高寿園

サン豊浦ケアプランセンター

0294-43-1230

3191411 茨城県日立市川尻町758-27

0870200151

一般社団法人 ライフ・ケア・ひたち

一般社団法人 ライフ・ケア・ひたち 支援セン
ター はーとぽっぽ

0294-26-7722

3170071 茨城県日立市鹿島町1-5-9

0870200235

医療法人 秀仁会

ケアプランセンター さくら日立

0294-27-6880

3170077 茨城県日立市城南町1-1-11

0870200276

医療法人 光風会

日立南ヘルシーセンター居宅介護支援事業所

0294-52-6826

3191221 茨城県日立市大みか町6-17-1

0870200292

株式会社 日立製作所

介護サポートセンタたが

0294-38-6421

3160035 茨城県日立市国分町2-1-2

0870200458

医療法人 永慈会

ひたちの森クラブ

0294-44-8172

3191413 茨城県日立市小木津町966

0870200532

医療法人社団 いばらき会

トマトケアプランセンター

0294-54-3600

3191222

0870200607

社会福祉法人日立市社会福祉事業団

日立市萬春園介護計画センター

0294-28-5533

3160036 茨城県日立市鮎川町2-6-38

0870200649

株式会社 ジェイ・エス・ディー

ケアプランセンター ゆうあい

0294-25-5300

3191221 茨城県日立市大みか町1-20-11

0870200672

社会福祉法人 春陽会

ＭＡＯ居宅介護支援センター

0294-28-0555

3191232 茨城県日立市下土木内町545-1

0870200748

有限会社 和光

和光ケアプラン事業所

0294-53-3571

3160024 茨城県日立市水木町1-5-7

0870200771

有限会社 紫陽花ケアサポート日立

有限会社 紫陽花ケアサポート日立

0294-21-3488

3170071 茨城県日立市鹿島町1-11-12

0870200797

特定非営利活動法人 ケアラーズ

指定居宅介護支援事業所ケアラーズ

0294-70-8850

3110404 茨城県日立市下深荻町1860

0870200839

有限会社フルハウスカンパニー

ケアプランセンターひまわり

0294-28-5833

3160001 茨城県日立市諏訪町1-20-18

0870200904

有限会社 リライフ

ケアプランセンター根道ヶ丘

0294-25-6663

3160022 茨城県日立市大沼町4-9-15

0870200920

社会福祉法人 秀和会

ケアプランセンター 鮎川さくら館

0294-36-7300

3160035 茨城県日立市国分町3-12-10

0870200946

有限会社 あおば

あおばケアサービス

0294-28-5233

3160015 茨城県日立市金沢町1-10-10

0870201035

有限会社 光の郷

ケアプランセンター ラブリー

0294-22-3936

3170054 茨城県日立市本宮町2-10-13

0870201068

社会福祉法人 山水苑

居宅介護支援事業所山水苑

0294-59-0332

3110404 茨城県日立市下深荻町1770

0870201118

株式会社 オヤマ

あさがおケアサービス

0294-35-7340

3160013 茨城県日立市千石町2-4-6

0870201183

医療法人社団 久慈川会

居宅介護支援事業所 西野ケアマネジメント

0294-25-5112

3191231 茨城県日立市留町1166-4

0870201225

有限会社日立看護師家政婦紹介所

ケアサポート イースト日立

0294-32-7101

3170061 茨城県日立市東町1-15-3

0870201241

合同会社Ｆｏｒ ｙｏｕ

介護センター いちご畑

0294-28-5850

3160012

0870300050

医療法人社団 青洲会

居宅介護支援センター さくら

0298-33-1025

3000013 茨城県土浦市神立町444-2

0870300076

社会福祉法人 愛信会

居宅介護支援事業所「静霞園」

029-827-0522

3000064 茨城県土浦市東若松町3379

0870300092

社会福祉法人 霞桜会

支援センターもりの家指定居宅介護支援事業
所

0298-30-4755

3001176 茨城県土浦市北荒川沖町8-1

0870300100

社会福祉法人 欣水会

指定居宅介護支援事業所 滝の園

029-821-3332

3000805 茨城県土浦市宍塚1935

0870300134

茨城県厚生農業協同組合連合会

土浦協同病院ケアプランセンター

0298-24-3106

3000053 茨城県土浦市真鍋新町2-19

0870300142

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 土浦

029-835-0710

3000812

0870300175

社会福祉法人 祥風会

飛羽ノ園指定居宅介護支援事業所

0298-26-3822

3000823 茨城県土浦市小松3-18-18

0870300183

医療法人社団 希望会

烏山診療所居宅介護支援事業所

029-843-2585

3000836 茨城県土浦市烏山2-530-386

茨城県日立市城南町3-4-1 らいふアシスト
センター

茨城県日立市久慈町2-35-20コープカメリア
405号

茨城県日立市大久保町2-4-16 アコール稲
秀

茨城県土浦市下高津1-19-33 矢田テナント
No1

0870300282

土浦農業協同組合

土浦農業協同組合

0298-22-0536

3000048 茨城県土浦市田中1-1-4

0870300316

有限会社 戸苅介護支援センター

有限会社 戸苅介護支援センター

0298-22-0172

3000047 茨城県土浦市生田町3-3

0870300548

株式会社 ユニマットそよ風

土浦ケアセンターそよ風

029-835-2635

3000048 茨城県土浦市田中1-1-32

0870300720

医療法人社団 三輪会

指定居宅介護支援事業所 「山手」

0298-35-3223

3000814 茨城県土浦市国分町7-6

0870300787

社会福祉法人 寿生会

居宅介護支援事業所 やすらぎの園

029-835-3135

3000833 茨城県土浦市小岩田西2-1-49

0870300845

宗教法人 日本同盟基督教団土浦めぐみ教会

喜楽希楽サービス

029-835-4415

3000811 茨城県土浦市上高津489-1

0870300977

有限会社 ケアパートナー・みなみ

ケアパートナー・みなみ

029-834-3731

3001173 茨城県土浦市荒川沖5-9

0870300993

有限会社スマイルネット

指定居宅介護支援事業所まちの看護ステー
ション

029-825-1661

3000815 茨城県土浦市中高津1丁目20番15号

0870301041

医療法人 慈厚会

居宅介護支援事業所 ひかり

029-843-3359

3000837 茨城県土浦市右籾1113-1

0870301066

社会福祉法人 西北会

指定居宅介護支援事業所 ケアプランセンター
029-830-0511
はなのえん

3000002 茨城県土浦市粟野町1852-1

0870301082

有限会社 Ｔｏｍｏｒｒｏｗ

在宅介護サービス 虹

029-835-9633

3000033 茨城県土浦市川口2-11-8 花登コーポ1階

0870301231

社会福祉法人 晴山会

土浦晴山苑指定居宅介護支援事業所

029-828-2322

3000024 茨城県土浦市田村町2321-5

0870301272

特定非営利活動法人 いろは

特定非営利活動法人 いろは 居宅介護支援
事業所

029-825-8168

3000051 茨城県土浦市真鍋2-7-3

0870301314

株式会社 長寿館

ケアプランセンター永国長寿館

029-823-1951

3000817 茨城県土浦市永国1048-1

0870400025

社会福祉法人 愛光会

愛光園 居宅介護支援事業所

0280-48-6944

3060044 茨城県古河市新久田250-4

0870400108

医療法人 慈政会

居宅介護支援センター 平成園

0280-31-4747

3060012 茨城県古河市旭町1-17-39

0870400181

社会福祉法人 寿貢会

老人介護支援センタ－事業わたらせ

0280-47-0161

3060052 茨城県古河市大山西野507-5

0870400306

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス古河

0280-30-8308

3060002

0870400330

有限会社 弘栄

わが家ケアプラン相談所

0280-48-5875

3060052 茨城県古河市大山785-2

0870400355

株式会社 ツクイ

ツクイ 古河

0280-30-8311

3060005 茨城県古河市北町6-16

0870400405

医療法人 慈政会

居宅介護支援センター まくらがの郷

0280-33-8090

3060013 茨城県古河市東本町4-2-2

0870400413

社会福祉法人 古河市社会福祉協議会

古河社協介護ステーション居宅介護支援事業
所（古河）

0280-47-0150

3060044 茨城県古河市新久田271-1

0870400496

株式会社ケアシス

居宅介護支援事業所いろは

0280-98-2367

3060231 茨城県古河市小堤1813-8

0870400546

社会福祉法人 愛和会

居宅介護支援事業所 愛和苑

0280-93-0234

3060221 茨城県古河市駒羽根320-1

0870400561

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑古河

0280-75-1433

3060126 茨城県古河市諸川1393-2

0870400579

合同会社 優暉

ケアプランセンター 優暉

0280-92-3823

3060215 茨城県古河市水海166

0870500014

社会福祉法人 斑山会

社会福祉法人 斑山会 居宅介護支援事業所

0299-23-7343

3150001 茨城県石岡市石岡2748-1

0870500030

社会福祉法人 滴翠会

明翠苑居宅介護支援センター

0299-23-9620

3150028 茨城県石岡市半ノ木11481-1

0870500063

社会福祉法人 聖隷会

居宅介護支援センター センチュリー石岡

0299-27-0001

3150048 茨城県石岡市三村6286-1

0870500121

一般社団法人 石岡市医師会

石岡市医師会 居宅介護支援事業所

0299-24-5706

3150009 茨城県石岡市大砂10528-14

0870500139

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス石岡

0299-35-5588

3150001 茨城県石岡市石岡2280-2

0870500378

社会福祉法人 愛の会

居宅介護支援事業所「ハート２４」石岡事業所

0299-27-6002

3150029 茨城県石岡市根当11008-13

0870500386

有限会社 にこにこ薬局

にこにこ居宅介護支援事業所

029-259-0259

3190325 茨城県水戸市小林町1186-113

0870500444

医療法人 幕内会

居宅介護支援事業所 あいあい

0299-26-3838

3150037 茨城県石岡市東石岡4-1-38

0870500543

株式会社 エヌ・エフサポート

ケアプランセンターかいじ

0299-27-6667

3150015 茨城県石岡市貝地2-10-39

0870500576

社会福祉法人 石岡市社会福祉協議会

社会福祉法人石岡市社会福祉協議会指定居
宅介護支援事業所

0299-22-2411

3150009 茨城県石岡市大砂10527-6

0870500642

株式会社 メイプルケアプランセンター

メイプルケアプランセンター

0299-56-5370

3150033 茨城県石岡市東光台3-10-9

0870600012

医療法人 宮田医院

おばやし居宅介護支援事業所

0296-25-5713

3080806 茨城県筑西市小林467-1

0870600020

医療法人 威恵会

中館居宅介護支援センター

0296-25-6155

3080005 茨城県筑西市中舘69-1

0870600053

社会福祉法人 広仁会

敬心苑 指定居宅介護支援事業所

0296-25-6886

3080843 茨城県筑西市野殿1595-3

0870600137

株式会社 須藤

株式会社 須藤

0296-28-5211

3080847 茨城県筑西市玉戸2120番地

茨城県古河市三杉町2-4-5ドラッグてらしま
古河三杉店

0870600236

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護ｻｰﾋﾞｽ下館

0296-24-6028

3080841 茨城県筑西市二木成944

0870600277

株式会社 稲善

稲善

0296-23-1555

3080825 茨城県筑西市下中山381-1

0870600368

有限会社 弥寿楽喜

ケアネス やすらぎ

0296-20-1018

3080841 茨城県筑西市二木成1351

0870600384

株式会社コモドヴィータ

コモドヴィータ下館

0296-22-0101

3080841 茨城県筑西市二木成1530

0870600392

株式会社 榎戸工務店

居宅介護支援事業所 Ｅサービス

0296-25-2005

3080811 茨城県筑西市茂田1411

0870600426

株式会社 ユニマットそよ風

下館ケアセンターそよ風

0296-21-0861

3080021 茨城県筑西市甲44

0870600442

有限会社 ぴーぷる

居宅介護支援事業所 ぴーぷる

0296-24-1445

3080841 茨城県筑西市二木成831-1

0870700010

有限会社 かなくぼ薬局

有限会社 かなくぼ薬局 在宅事業部 ハーモ
ニー

0296-33-8265

3070001 茨城県結城市結城8670-2

0870700028

社会福祉法人 筑西会

社会福祉法人 筑西会 結城居宅介護支援事
業所

0296-32-1890

3070001 茨城県結城市結城10767-24

0870700036

社会福祉法人 芳香会

介護保険支援センター青嵐荘（結城）

0296-35-4240

3070038 茨城県結城市七五三場210-1

0870700044

医療法人社団 同樹会

居宅介護支援センター たけだ

0296-33-2530

3070001 茨城県結城市結城12744

0870700093

社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

0296-33-0225

3070001 茨城県結城市結城7473

0870700150

医療法人 アスムス

居宅介護支援事業所生きいき

0296-20-8666

3070001 茨城県結城市結城9143-2

0870700192

株式会社 ユニマットそよ風

結城ケアセンター そよ風

0296-34-7451

3070001 茨城県結城市結城923-1

0870700275

株式会社 ツクイ

ツクイ 結城

0296-20-8577

3070001 茨城県結城市結城7189-8

0870700358

株式会社しもふさの郷

しもふさの郷居宅介護支援事業所

0296-20-9331

3070043 茨城県結城市武井1244-6

0870700374

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑結城

0296-21-3021

3070001 茨城県結城市結城10638

0870700408

株式会社 フレンド

ふれんど結城居宅介護支援センター

0296-20-8232

3070001 茨城県結城市結城11766-3

0870800018

医療法人社団 八峰会

指定居宅介護支援 涼風苑

0297-63-0008

3010856 茨城県龍ケ崎市貝原塚町3689

0870800034

社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会

社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会 指
定居宅介護支援事業所

0297-62-2911

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町5014

0870800059

社会福祉法人 竜成園

竜成園 居宅介護支援事業所

0297-62-2735

3010806 茨城県龍ケ崎市半田町1388

0870800109

社会福祉法人 清仁会

やすらぎの里 居宅介護支援事業所

0297-64-3234

3010816 茨城県龍ケ崎市大徳町4965-1

0870800174

医療法人 竜仁会

牛尾病院指定居宅介護支援事業所

0297-60-2234

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町1-15-1

0870800273

株式会社 和香紗

居宅介護支援事業所 わかさ

0297-61-1668

3010843

0870800356

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 茨城県済
生会

居宅介護支援事業 龍ケ岡

0297-61-1300

3010854 茨城県龍ケ崎市中里1-1-17

0870800497

株式会社 ヤックスケアサービス

ヤックスケアセンター県南

0297-63-7745

3010855

0871000014

社会福祉法人 仁済会

ラポールしもつま 居宅介護支援事業所

0296-44-7300

3040002 茨城県下妻市江1827-1

0871000022

社会福祉法人 砂沼会

愛宕園 居宅介護支援事業所

0296-44-5387

3040028 茨城県下妻市下木戸544-1

0871000030

社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

下妻社協ケアセンター

0296-44-6993

3040821 茨城県下妻市別府545

0871000063

一般社団法人 真壁医師会

居宅介護支援事業所 しもつま

0296-44-7021

3040064 茨城県下妻市本城町3-13

0871000071

医療法人 光潤会

ルーエしもつま 居宅介護支援事業所

0296-44-8000

3040002 茨城県下妻市江1832

0871000196

有限会社 ヘルスケア－下妻

ケアプラザうらら指定居宅介護支援事業所

0296-44-0110

3040062 茨城県下妻市下妻戊34-1

0871000683

有限会社 エル・エス・シー・トーブ

指定居宅介護支援事業所 ハート・ワン大宝

0296-44-5939

3040035 茨城県下妻市横根140

0871000709

社会福祉法人 石下福祉会

居宅介護支援事業所 千代川さくら館

0296-30-1511

3040823 茨城県下妻市五箇574

0871100012

社会福祉法人 日本キングス・ガーデン

筑波キングス・ガーデン 居宅介護支援事業所

0297-24-5139

3002521 茨城県常総市大生郷町1818-2

0871100020

一般社団法人 茨城県きぬ医師会

居宅介護支援事業所 きぬ医師会病院

0297-22-8755

3030016 茨城県常総市新井木町13-3

0871100038

社会福祉法人 東雲会

よしの荘 指定居宅介護支援事業所

0297-22-7716

3002502 茨城県常総市上蛇町1888-1

0871100046

社会福祉法人常総市社会福祉協議会

常総市社会福祉協議会

0297-25-1001

3030034 茨城県常総市水海道天満町2472

0871100053

医療法人社団 竹恵会

けんちの苑居宅介護支援センター

0297-24-5300

3030041 茨城県常総市豊岡町丙3264

0871100178

株式会社ユニマットそよ風

水海道ケアセンターそよ風

0297-20-1030

3030034 茨城県常総市水海道天満町1785-1

0871100269

社会福祉法人 筑水会

指定居宅介護支援事業所 筑水苑

0297-25-1616

3030033 茨城県常総市水海道高野町671-1

茨城県龍ケ崎市羽原町1918-1 わかさ羽原
ﾋﾞﾚｯｼﾞ内

茨城県龍ケ崎市藤ケ丘1-3-1 ヤックスドラッ
グ竜ヶ崎藤が丘店内

0871100285

合同会社 ラポール

ラポール 居宅介護支援事業所

0297-43-1050

3002704 茨城県常総市舘方1038

0871100293

合同会社 この指とまれ

あったかハート常総居宅介護支援事業所

0297-20-3311

3030045 茨城県常総市大塚戸町2764

0871200010

社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

常陸太田市指定居宅介護支援事業所「まごこ
ろ」

0294-80-7000

3130041 茨城県常陸太田市稲木町33

0871200028

社会福祉法人 西山苑

指定居宅介護支援事業所 西山苑

0294-72-1525

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町937-2

0871200143

医療法人 慈仁会

居宅介護支援事業所 くじらヶ丘

0294-70-2616

3130026 茨城県常陸太田市田渡町855-1

0871200168

医療法人 大修会

居宅介護支援事業所「おおやま」

0294-72-6208

3130016 茨城県常陸太田市金井町4810番地

0871200184

株式会社 ハリカ太田店

介護支援センター ハートランド

0294-80-7707

3130004 茨城県常陸太田市馬場町86

0871200275

医療法人 藤慈会

藤井病院 指定居宅介護支援事業所 ｢ふれ
んど｣

0294-72-5511

3130016 茨城県常陸太田市金井町3670

0871200333

社会福祉法人翔馬会

居宅介護支援事業所えみの里

0294-70-7151

3110502 茨城県常陸太田市徳田町143

0871200366

社会福祉法人常陸太田市社会福祉協議会

常陸太田市指定居宅介護支援事業所「まごこ
ろ」里美支所

0294-82-3145

3110505 茨城県常陸太田市大中町975

0871200382

有限会社 修明

ケアプランセンター 河合

0294-80-7530

3130044 茨城県常陸太田市下河合町953-1

0871200473

社会福祉法人 月居会

ケアセンター 世矢

0294-70-2220

3130023 茨城県常陸太田市亀作町481-1

0871400016

社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

高萩市社会福祉協議会 指定居宅介護支援事
0293-23-8341
業所

3180031 茨城県高萩市春日町春日町3-10

0871400032

医療法人 博順会

医療法人 博順会 指定居宅介護支援事業所

0293-23-2900

3180024 茨城県高萩市秋山625

0871400107

茨城県厚生農業協同組合連合会

県北医療センター高萩協同病院指定居宅介護
支援事業所

0293-23-1122

3180004 茨城県高萩市上手綱1006-9

0871400198

医療法人 永慈会

ひたちの森クラブハピネス

0294-20-6699

3191301 茨城県日立市十王町伊師725-1

0871400214

株式会社 テンダーケアジャパン

ケアプラン ヘルパーコール 高萩ケアセン
ター

0293-24-1888

3180033 茨城県高萩市本町3-135

0871400230

有限会社高萩たんぽぽ

高萩たんぽぽ居宅介護支援事業所

0293-23-6762

3180003 茨城県高萩市下手綱690

0871400248

茨城ひたち農業協同組合

ＪＡ茨城ひたち指定居宅介護支援事業所

0293-24-2232

3180033 茨城県高萩市本町1-100-2

0871400263

株式会社 ケーシーエスメディカルワークス

キューブ在宅ケアセンター

0293-20-5888

3180032 茨城県高萩市大和町2-11

0871400271

社団法人 茨城県多賀医師会

多賀医師会訪問看護ステーション

0293-20-5522

3180033 茨城県高萩市本町1-208

0871400313

社会福祉法人 愛孝会

居宅介護支援センター 高萩聖孝園

0293-44-6222

3180004 茨城県高萩市上手綱2

0871500013

社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

北茨城市社協ケアプランナ－「のぞみ」

0293-42-0782

3191542 茨城県北茨城市磯原町本町2-4-16

0871500054

社会福祉法人 ときわの杜

ときわの杜 指定居宅介護支援事業所

0293-46-0631

3191722 茨城県北茨城市関本町福田1875-1

0871500088

有限会社 ライフサポート平賀

ライフサポート平賀

0293-42-5917

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1630-77

0871500096

社会福祉法人 あかね会

指定居宅介護支援事業所あかね

0293-46-6444

3191723 茨城県北茨城市関本町関本中265-1

0871500104

医療法人 秀仁会

ケアプランセンター おはよう館

0293-44-0088

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原前大沢1919-4

0871500120

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ 中郷介護ステーション

0293-30-1313

3191559

0871500161

特定非営利活動法人 ウィラブ北茨城

居宅介護支援事業所 あやとり

0293-43-1208

3191538 茨城県北茨城市華川町小豆畑1141-1

0871500245

特定非営利活動法人 デイドリーム

デイドリーム

0293-43-4191

3191553 茨城県北茨城市中郷町汐見ケ丘5-197-25

0871500286

有限会社 在宅介護プラン こごみ

有限会社 在宅介護プラン こごみ

0293-43-1230

3191552 茨城県北茨城市中郷町足洗751-2

0871500393

有限会社 介護じゃんけんぽん

介護じゃんけんぽん北茨城

0293-30-2077

3191704 茨城県北茨城市大津町北町2-4-10

0871500401

社会福祉法人 白寿会

居宅介護支援事業所 エスコート磯原

0293-42-8910

3191534 茨城県北茨城市華川町車1145-65

0871500427

特定非営利活動法人 虹

ケアプランセンター きずな

0293-30-2111

3191704 茨城県北茨城市大津町北町2564-1

0871600011

社会福祉法人 尚生会

指定居宅介護支援センター かさまグリーンハ
ウス

0296-72-8011

3091613 茨城県笠間市石井32-1

0871600193

社会福祉法人 公重会

ヴィレッジかさま指定居宅介護支援事業所

0296-73-0015

3091626 茨城県笠間市下市毛1301

0871600219

医療法人社団 誠芳会

居宅介護支援事業所すみれ

0296-70-0036

3091613 茨城県笠間市石井2045

0871600243

有限会社 IDAシステム

居宅介護支援センターはこだ

0296-73-0966

3091631 茨城県笠間市箱田1838-1

0871600367

社会福祉法人笠間市社会福祉協議会

笠間市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

0296-73-5650

3091611 茨城県笠間市笠間4364-2

0871600391

社会福祉法人笠間市社会福祉協議会

笠間市社会福祉協議会ケアプランセンター

0296-73-5650

3091611 茨城県笠間市笠間4364-2

0871700019

社会福祉法人取手市社会福祉協議会

社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

0297-74-3970

3020021 茨城県取手市寺田5144番地3

茨城県北茨城市中郷町上桜井2865番地らい
ふアシストセンター中郷介護ステーション

0871700027

茨城県厚生農業協同組合連合会

居宅介護支援事業所とりで

0297-73-4580

3020022 茨城県取手市本郷2-1-1

0871700035

公益社団法人 取手市医師会

取手市医師会ひまわり居宅介護支援事業所

0297-78-3094

3020034 茨城県取手市戸頭3－26－18

0871700050

公益財団法人 取手市健康福祉医療事業団

指定居宅介護支援事業所 緑寿荘

0297-70-2538

3020032 茨城県取手市野々井1926-8

0871700084

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター取手新町

0297-70-5371

3020024 茨城県取手市新町3-13-6

0871700092

医療法人 西秀会

にしまぎ指定居宅介護支援事業所

0297-78-6924

3020034 茨城県取手市戸頭3-2-9

0871700134

社会福祉法人 香寿会

社会福祉法人 香寿会 「さらの杜」指定居宅
介護支援事業所

0297-70-2711

3020038 茨城県取手市下高井2148

0871700183

社会福祉法人 輝寿会

指定居宅介護支援事業所 ケア・アシスト は
あとぴあ

0297-74-3339

3020011 茨城県取手市井野253

0871700209

有限会社 ソーシャルワーク希樹

居宅介護支援事業所 希樹

0297-77-7001

3020021 茨城県取手市寺田4725-3

0871700324

社会福祉法人取手市社会福祉協議会

ホームケアふじしろ

0297-70-3295

3001512 茨城県取手市藤代700

0871700415

医療法人社団 宗仁会

宗仁会指定居宅介護支援事業所

0297-85-8881

3001546 茨城県取手市岡1472

0871700506

社会福祉法人 取手市社会福祉事業団

居宅介護支援事業所 ふれ愛

0297-78-2525

3020038 茨城県取手市下高井1708

0871800017

社会福祉法人 中川福祉会

ハートフル広侖居宅介護支援事業所

0297-38-1111

3060626 茨城県坂東市小山258

0871800025

株式会社 菅沼薬局

スガヌマ介護支援センター

0297-35-0003

3060631 茨城県坂東市岩井4443 スガヌマ薬局内

0871800173

社会福祉法人 法師会

長寿の里 居宅介護支援事業所

0297-36-8080

3060634 茨城県坂東市中里1213

0871900023

医療法人社団 常仁会

うしく総合介護サービス

0298-73-3111

3001296 茨城県牛久市猪子町891-2

0871900031

社会福祉法人 博慈会

指定居宅介護支援事業所 博慈園

0298-71-1070

3001214 茨城県牛久市女化町253-2

0871900049

社会医療法人 若竹会

指定居宅介護支援事業所 ケアネット セント
ラル

0298-72-8800

3001211 茨城県牛久市柏田町1589-3

0871900130

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス牛久

0298-71-5918

3001216 茨城県牛久市神谷5-1-1

0871900189

社会福祉法人 若竹会

牛久さくら園 居宅介護支援事業所

0298-78-0711

3001232 茨城県牛久市上柏田1-18-4

0871900338

社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

牛久市社会福祉協議会指定居宅介護支援事
業所

029-871-0547

3001214

0871900387

社会福祉法人 河内厚生会

介護サービスひだまり

029-874-8488

3001233 茨城県牛久市栄町5-9

0871900486

特定非営利活動法人 恆義会

居宅介護支援事業所 めぐみ

029-878-3377

3001222 茨城県牛久市南6-6-29

0871900528

なかよし有限会社

なかよし居宅介護支援事業所

029-873-2055

3001216 茨城県牛久市神谷2-22-10

0871900536

株式会社 長寿館

ケアプランセンター柏田長寿館

029-830-7766

3001232 茨城県牛久市上柏田2-36-24

0871900577

社会福祉法人 慈陽会

元気館居宅介護支援事業所

029-830-8186

3001223 茨城県牛久市城中町148-1

0872000013

社会福祉法人 いなほ会

指定居宅介護支援事業 もみじ

0298-47-7807

3002662 茨城県つくば市下河原崎西原729-1

0872000021

社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

0298-57-7500

3003257 茨城県つくば市筑穂1-10-4

0872000039

公益財団法人 筑波メディカルセンター

筑波メディカルセンター 居宅介護支援事業所

029-855-6505

3050005 茨城県つくば市天久保1-1-1

0872000047

医療法人 恵仁会

指定居宅介護支援事業所 アレーテル・つくば

0298-67-1182

3004231 茨城県つくば市北条1174

0872000054

医療法人 健佑会

いちはら病院介護支援センター

0298-64-7336

3003295 茨城県つくば市大曽根3681

0872000062

社会福祉法人 豊里園

美健荘居宅介護支援事業所

0298-47-4194

3002645 茨城県つくば市上郷1438-3

0872000104

社会福祉法人 勘翁慈温会

つくばの杜指定居宅介護支援事業所

029-857-8666

3050022 茨城県つくば市吉瀬1017-1

0872000112

社会福祉法人 筑南会

新つくばホーム指定居宅介護支援事業所

0298-56-4472

3050812 茨城県つくば市東平塚932-17

0872000120

一般財団法人 筑波麓仁会

指定居宅介護支援事業所 そよかぜ

0298-36-7991

3050854 茨城県つくば市上横場2573-1

0872000138

社会福祉法人 恵愛会

ケアサポートセンター筑波園 居宅介護支援事
業所

0298-67-5011

3004231 茨城県つくば市北条1180-2

0872000146

医療法人社団 筑波記念会

医療法人社団 筑波記念会 指定居宅介護支
援事業所

0298-64-1212

3002622 茨城県つくば市要1187-299

0872000179

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター つくば

0298-61-7751

3050047

0872000450

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスつくば

029-848-2008

3002638 茨城県つくば市豊里の杜2-1-1

0872000492

有限会社 ケアサービスつくば

有限会社ケアサービスつくば 介護支援ステー
ション

029-830-8767

3001243 茨城県つくば市大井1535-11

0872000518

有限会社 アイシーネット

アイシーネット介護センター

029-896-5300

3050004 茨城県つくば市柴崎1055

0872000591

株式会社 長寿館

ケアプランセンタ－長寿館

029-855-0184

3050043 茨城県つくば市大角豆1807-1

茨城県牛久市女化町859-3 牛久市総合福
祉センター内

茨城県つくば市千現1-17-28 ヤマナミ千現
ビル1F

0872000658

社会福祉法人 愛信会

介護保険センター くきの里

029-840-1169

3001274 茨城県つくば市上岩崎1845-27

0872000666

医療法人社団 双愛会

つくば双愛 居宅介護支援事業所

0298-73-2771

3001245 茨城県つくば市高崎1008

0872000922

社会福祉法人 二希会

居宅介護支援事業所アイリスコート

029-839-3131

3050854 茨城県つくば市上横場429ｰ1

0872000955

ケアパートナー 株式会社

ケアパートナーつくば

029-839-0311

3050074 茨城県つくば市高野台3-5-1

0872001029

有限会社 トムス

憩いの森 指定居宅介護支援事業所

029-839-5806

3002656 茨城県つくば市真瀬1155-1

0872001052

医療法人重陽会

居宅介護支援事業所なでしこ

029-864-6565

3004245 茨城県つくば市水守2228-2

0872001250

有限会社 ほほえみ

指定居宅介護支援事業所 ほほえみ

029-850-6137

3050017 茨城県つくば市横町498ｰ1

0872001433

医療法人社団 みなみつくば会

みなみつくば会居宅介護支援事業所

029-838-1919

3050861 茨城県つくば市谷田部6107-1

0872001458

有限会社トータルプログレス

つくば介護サービスこころ

029-860-3501

3050035

0872001482

リハビリテーションクリエーターズ株式会社

ビーンズ居宅介護支援センター

029-850-3912

3050043 茨城県つくば市大角豆2012-247

0872001508

有限会社 愛工房

居宅介護支援事業所 野の花

029-850-6284

3050023 茨城県つくば市上ノ室７６０－１－１０１

0872001516

有限会社 弥久

居宅介護支援事業所 幸寿苑

029-867-7651

3004248 茨城県つくば市磯部15

0872001532

株式会社 エヌケイコーポレーション

居宅介護支援センターみどりの

029-836-3635

3050861 茨城県つくば市台町2-4-1

0872001623

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑高見原

029-878-5121

3001252 茨城県つくば市高見原2-10-77

0872100011

有限会社 ケミスト

ウチダ薬局指定居宅介護支援事業所

029-275-0658

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡2567-23

0872100029

社会福祉法人 克仁会

恵苑 居宅介護支援事業所

029-262-5566

3111207 茨城県ひたちなか市烏ケ台11836-1

0872100045

一般社団法人 ひたちなか市医師会

ひたちなか市医師会 居宅介護支援事業所

029-273-0329

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-32

0872100052

社会福祉法人 北養会

指定居宅介護支援センター 北勝園

029-272-1178

3120032 茨城県ひたちなか市津田2093-1

0872100060

医療法人社団 克仁会

居宅介護支援事業所 みなと苑

029-264-1305

3111226 茨城県ひたちなか市幸町16-1

0872100078

医療法人社団 克仁会

居宅介護支援事業所 サンライズ湊

029-264-2722

3111201 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町1406-1

0872100086

社会福祉法人 ひたちなか市社会福祉協議会

ひたちなか市社会福祉協議会 居宅介護支援
事業所

029-354-4172

3120022

0872100144

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター ひたちなか

029-354-0841

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2-6-10

0872100318

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスひたちなか

029-275-1766

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡西谷津3845-2

0872100342

株式会社 日立ライフ

株式会社 日立ライフ ひたちなか介護ステー
ション

029-270-0056

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-1

0872100367

社会福祉法人 新世会

いくり苑 居宅介護支援事業所

029-264-2880

3111202 茨城県ひたちなか市磯崎町4555-1

0872100524

医療法人社団 いばらき会

いばらき会ケアプランセンター

029-283-4110

3120062

0872100730

株式会社 日立製作所

ひたちなか総合病院介護サポートセンター

029-354-6759

3120057 茨城県ひたちなか市石川町20-1

0872100755

社会福祉法人 桂雄会

居宅介護支援事業所 はまぎくの里

029-273-4165

3120011 茨城県ひたちなか市中根952-1

0872100789

有限会社 ウェルフェア

ウェルフェア居宅介護支援事業所

029-265-5550

3111201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1386-8

0872100797

医療法人 秀仁会

ケアプランセンター さくら

029-271-1100

3120052 茨城県ひたちなか市東石川1581

0872100847

医療法人社団ハート

はあと

029-270-0286

3120062 茨城県ひたちなか市高場1673番地34

0872100862

有限会社ふくすけNeｔ

柴田介護保険事務所

029-265-8332

3111202 茨城県ひたちなか市磯崎町4195

0872100938

医療法人森田記念会

ケアセンターはなみずき

029-354-3211

3120002 茨城県ひたちなか市高野2455-1

0872101050

株式会社 ユニマットそよ風

勝田ケアセンターそよ風

029-353-3115

3120011 茨城県ひたちなか市中根2444-1

0872101159

株式会社 介護サポート

介護サポートホームほのぼの元町

029-354-5006

3120044 茨城県ひたちなか市元町1-5

0872101191

有限会社 フォレスト治療院

リハビリホーム勝田 居宅介護支援事業所

029-275-3319

3120052 茨城県ひたちなか市東石川2714

0872200019

医療法人 社団善仁会

小山記念病院居宅介護支援事業所

0299-90-7311

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台188-17

0872200027

社会福祉法人 すはま会

在宅ケアセンター ライフ ｉｎ たかおざき 指
定居宅介護支援事業所

0299-82-6234

3140012 茨城県鹿嶋市平井1350-332

0872200035

社会福祉法人 神樹会

サントピア鹿島指定居宅介護支援事業所

0299-83-2311

3140031 茨城県鹿嶋市宮中5178

0872200043

社会福祉法人 鹿嶋市社会福祉協議会

指定居宅介護支援事業所 鹿嶋市社会福祉協
0299-90-3123
議会 ウェルポート鹿嶋の郷

3140031 茨城県鹿嶋市宮中4603-1

0872200050

社会福祉法人 慈徳会

松寿園 居宅介護支援センター

3112206 茨城県鹿嶋市武井1956-3

0299-69-3196

茨城県つくば市松代1-16-13 シャンデパス
テークB-101号室

茨城県ひたちなか市金上562-1 金上ふれあ
いセンター

茨城県ひたちなか市高場210 ホワイトフォレ
スト105号

0872200084

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター鹿嶋

0299-90-8061

3140033 茨城県鹿嶋市鉢形台2-1-3 三廣ビル2F

0872200381

有限会社 エスエス住建

居宅介護支援事業所 くぬぎの森

0299-90-9900

3112215 茨城県鹿嶋市和825-2

0872200456

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス鹿嶋

0299-85-1778

3140031 茨城県鹿嶋市宮中289-1

0872300041

社会福祉法人 江戸川豊生会

福楽園居宅介護支援事業所

0299-64-6767

3112435 茨城県潮来市上戸1921-1

0872300058

社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

潮来市社協指定居宅介護支援事業所

0299-63-1296

3112421 茨城県潮来市辻765

0872300082

有限会社 仁友

有限会社 仁友介護サービス

0299-64-5029

3112437 茨城県潮来市永山733-1

0872300108

社会福祉法人 一会会

社会福祉法人 一会会 指定居宅介護支援事
業所「あやめ」

0299-80-2223

3112404 茨城県潮来市水原3474

0872300306

社会福祉法人 光峰会

指定居宅介護支援事業所 いたこの郷

0299-66-5533

3112402 茨城県潮来市大生804-556

0872400015

社会福祉法人 峰林会

社会福祉法人峰林会「あかり」居宅介護支援
事業所

0297-48-3587

3020117 茨城県守谷市野木崎1931

0872400023

社会医療法人社団 光仁会

社会医療法人社団 光仁会 ひかり居宅介護
支援事業所

0297-48-0972

3020102 茨城県守谷市松前台1-14-3

0872400031

社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

守谷市社協居宅介護支援事業所

0297-45-0088

3020116

0872400049

医療法人慶友会

指定居宅介護支援事業所サンタ

0297-46-0404

3020108 茨城県守谷市松並1630-1

0872400197

株式会社 佐瀬トータルケアセンター

アネシス指定居宅介護支援事業所

0297-21-1525

3020105 茨城県守谷市薬師台2-16-3

0872400270

有限会社 ＳＥＳケアネット

ケアプランセンター 花きりん

0297-20-0711

3020118 茨城県守谷市立沢950-1

0872400304

株式会社 ツクイ

ツクイ 守谷

0297-20-0267

3020102 茨城県守谷市松前台4-10-1

0872400379

社会福祉法人 英伸会

ケアプランセンター七福神

0297-45-3580

3020125 茨城県守谷市高野1755-1

0872600028

有限会社 リライフ

ケアプランセンターぽっかぽか

029-295-8822

3110106 茨城県那珂市杉1165-4

0872600044

医療法人社団 有朋会

指定居宅介護支援事業所 クリクリ

029-298-0175

3110117 茨城県那珂市豊喰505

0872600127

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス那珂

0293-52-0588

3110100 茨城県那珂市竹ノ内3-7-3

0872600135

社会福祉法人那珂市社会福祉協議会

那珂社協居宅介護支援事業所

029-229-0309

3192102 茨城県那珂市瓜連321

0872600150

社会福祉法人 青燈会

ひばりヶ丘居宅介護支援事業所

029-295-1701

3110105 茨城県那珂市菅谷528

0872600168

医療法人 香風会

居宅介護支援事業所「ケア・サポート うりづ
ら」

029-296-2066

3192105 茨城県那珂市古徳538-2

0872700042

社会福祉法人征峯会

しらとり指定居宅介護支援事業所

0296-28-1277

3080067 茨城県筑西市上平塚590-1

0872700091

社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会

筑西市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

0296-52-5308

3004516 茨城県筑西市新井新田41-2

0872700299

社会福祉法人 幸恵会

特別養護老人ホーム 中舘園

0296-23-1880

3080005 茨城県筑西市中舘266-2

0872700315

北つくば農業協同組合

北つくば農業協同組合

0296-25-7040

3080051 茨城県筑西市岡芹2222

0872700323

社会福祉法人 恒徳会

恒幸園指定居宅介護支援事業所

0296-57-7268

3091117 茨城県筑西市向川澄98-1

0872800032

有限会社なかよし

有限会社なかよし

0297-38-1883

3060626 茨城県坂東市小山1640

0872800099

社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

坂東市社協居宅介護支援事業所

0297-35-4811

3060632

0872900048

社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会

社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会居宅介
護支援事業所

029-892-5711

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲1992

0872900105

株式会社 エビハラ

居宅介護支援事業所 エビハラ

0299-78-4510

3000726 茨城県稲敷市西代1368-1

0873000020

社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

かすみがうら市社会福祉協議会 指定居宅介
護支援事業所

029-898-2527

3000134 茨城県かすみがうら市深谷3719-1

0873000046

有限会社 ケア志戸崎

有限会社 ケア志戸崎居宅介護支援事業所

029-840-9033

3000214 茨城県かすみがうら市坂781-1

0873100010

医療法人社団 白帆会

小川南病院居宅介護支援事業所

0299-58-1131

3113423 茨城県小美玉市小川733

0873100028

社会福祉法人 武仁会

百里サンハウス居宅介護支援事業所

0299-54-0029

3113406 茨城県小美玉市下吉影2437-109

0873100036

医療法人社団 正信会

居宅介護支援事業所 みのり

0299-48-3933

3190101 茨城県小美玉市橋場美24-1

0873100044

医療法人 三真会

医療法人 三真会 指定居宅介護支援事業所
はらだ

029-259-2045

3190315 茨城県水戸市内原町844-1

0873100077

医療法人 渡辺会

居宅介護支援センターこうよう

029-267-0130

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町1212-11

0873100101

社会福祉法人 雄志会

指定居宅介護支援事業所 グリーンなかさい

029-288-7200

3114302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1483-3

0873100119

社会福祉法人 北養会

もみじ館介護相談センター

029-259-9295

3190323 茨城県水戸市鯉淵町2222-1

0873100127

社会福祉法人 大洗町社会福祉協議会

大洗町社会福祉協議会指定居宅介護支援事
業所

029-266-3021

3111305

茨城県守谷市大柏954-3 いきいきプラザ・げ
んき館内

茨城県坂東市辺田48 (岩井福祉センター「夢
積館」内)

茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1 健康福
祉センターゆっくら健康館

0873100143

社会福祉法人 茨城町社会福祉協議会

社会福祉法人 茨城町社会福祉協議会 指定
居宅介護支援事業所

029-292-6171

3113131 茨城県東茨城郡茨城町小堤1037-1

0873100150

社会福祉法人 明秀会

指定居宅介護支援事業所 ときわ木園

029-293-6617

3113123 茨城県東茨城郡茨城町若宮393-6

0873100184

医療法人 省和会

指定居宅介護支援事業所 つまさと

029-259-7678

3190304 茨城県水戸市有賀町2228

0873100218

社会福祉法人 清寿会

居宅介護支援センター ひぬま苑

029-267-0537

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町3269-1

0873100358

社会福祉法人 聖明福祉会

ケアプランセンター 桂

029-289-4744

3114332 茨城県東茨城郡城里町高根台1-53

0873100481

医療法人 清真会

レイクヒルひぬま 居宅介護支援事業所

029-240-8120

3113125 茨城県東茨城郡茨城町下石崎2324

0873100523

医療法人 明保会

エバーグリーン指定居宅介護支援事業所

029-293-9460

3113123 茨城県東茨城郡茨城町若宮393-1

0873100770

社会福祉法人 博友会

ごぜんやま総合ケアプランセンター

0295-54-2110

3114502 茨城県常陸大宮市野口平146-1

0873100812

株式会社レッツ文化村

指定居宅介護支援事業所 レッツ文化村

029-259-5453

3190322 茨城県水戸市下野町311-5

0873100994

社会福祉法人 梅行会

指定居宅介護支援事業所 サンホーム竹原

0299-49-1929

3190113 茨城県小美玉市竹原2096

0873101018

社会福祉法人 大茨会

居宅介護支援事業所 おあしす

029-240-7811

3113157 茨城県東茨城郡茨城町小幡18-1

0873101034

社会福祉法人 清常会

けやき園居宅介護支援事業所

029-219-1230

3113146 茨城県東茨城郡茨城町下座755

0873101042

医療法人社団いばらき会

ケアプランセンタ-こづる

029-291-1788

3113107 茨城県東茨城郡茨城町小鶴127-1

0873101117

社会福祉法人 泰仁会

ケアプランセンター 桜の郷 元気

029-292-3900

3113117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-7

0873101232

社会福祉法人城里町社会福祉協議会

城里町社会福祉協議会居宅介護支援事業所

0296-88-2128

3114402

0873101299

社会福祉法人 浩喜会

居宅介護支援事業所 うみべの家

029-264-7310

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町255-5

0873101364

医療法人恒仁会

居宅介護支援事業所しろさとケアサポート

029-240-9355

3114344 茨城県東茨城郡城里町阿波山602

0873101372

特定非営利活動法人 ヒューマンケアセンター

ヒューマンケアセンター

029-266-2208

3111313 茨城県東茨城郡大洗町成田町4286-62

0873200026

社会福祉法人 慈永会

宍戸苑指定居宅介護支援事業所

0296-78-2901

3091721 茨城県笠間市橋爪462-1

0873200034

医療法人社団 聖嶺会

シルバービイレッジ居宅介護支援センター

0296-78-0500

3091725 茨城県笠間市南小泉977-1

0873200042

社会福祉法人 聖桜会

すずらんの里指定居宅介護支援事業所

0299-45-0555

3190204 茨城県笠間市土師1283-5

0873200075

医療法人 浩成会

居宅介護支援事業所 あたごナーシングビラ

0299-45-2172

3190202 茨城県笠間市下郷4425-37

0873200356

株式会社 ユニマットそよ風

岩瀬ケアセンター そよ風

0296-70-8971

3091211 茨城県桜川市岩瀬30-2

0873300016

社会福祉法人 淑徳会

村松ケアプランセンター

029-287-3815

3191112 茨城県那珂郡東海村村松2804-4

0873300057

医療法人 博仁会

おおみや総合ケアプランセンター

0295-53-0001

3192261 茨城県常陸大宮市上町321

0873300065

社会福祉法人 若葉会

居宅介護支援事業所 みのり園

0295-53-7878

3192214 茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

0873300073

社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

東海村社会福祉協議会居宅介護支援事業所

029-283-3410

3191107 茨城県那珂郡東海村豊白1-26-36

0873300099

医療法人社団 青燈会

のぞみ居宅介護支援事業所

029-295-5217

3110105 茨城県那珂市菅谷605

0873300156

社会福祉法人 清河会

ケアプランセンター サングリーンピア山方

0295-57-2200

3193106 茨城県常陸大宮市西野内1537-1

0873300305

医療法人 芳栄会

医療法人 芳栄会 双葉指定居宅介護支援事
業所

0295-52-5777

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3109

0873300370

社会福祉法人 小瀬福祉会

おがわ 居宅介護支援事業所

0295-56-5000

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬4425

0873300560

医療法人 一貫堂会

居宅介護支援事業所 ひまわり

0295-54-7777

3192200 茨城県常陸大宮市3993

0873300610

医療法人社団いばらき会

ケアプランセンターとうかい

029-283-2323

3191102 茨城県那珂郡東海村石神内宿1724-1

0873300628

医療法人 慈心会

居宅介護支援事業所 フェニックス那珂

029-298-8787

3110134 茨城県那珂市飯田1733-1

0873300776

医療法人 貞心会

ケアプランセンター けいわ

029-295-5126

3110133 茨城県那珂市鴻巣3247-1

0873300909

有限会社えくぼ

ケアプランセンターえくぼ

029-353-1165

3110111 茨城県那珂市後台1495-1

0873300941

社会福祉法人 永寿会

ケアプランセンター ドルフィン

0295-53-1191

3192144 茨城県常陸大宮市泉497-1

0873300966

有限会社菊本住設

オリーブケア

029-287-1980

3191114 茨城県那珂郡東海村須和間1435-9

0873300990

社会福祉法人 聖隷会

居宅介護支援センター すみれ

029-282-0271

3191115 茨城県那珂郡東海村船場703-7

0873400014

社会福祉法人 サンピア

松栄荘 居宅介護支援事業所

0294-76-2723

3130114 茨城県常陸太田市箕町844-1

0873400030

社会福祉法人 愛光会

誠信園 居宅介護支援事業所

0294-85-1970

3130214 茨城県常陸太田市和久町864-1

茨城県東茨城郡城里町小勝1400 城里町七
会保健福祉ｾﾝﾀｰ内

0873400048

社会福祉法人 清和会

久慈川荘 居宅介護支援事業所

02957-2-3133

3193521 茨城県久慈郡大子町北田気551-1

0873400089

医療法人 聖友会

居宅介護支援事業所 やすらぎ

0295-72-1582

3193526 茨城県久慈郡大子町大子825-1

0873400097

社会福祉法人 大子町社会福祉協議会

社会福祉法人 大子町社会福祉協議会 指定
居宅介護支援事業所

0295-72-2005

3193526 茨城県久慈郡大子町大子722－1

0873400287

医療法人 根本医院

根本医院 みはらし

0294-76-2255

3130123 茨城県常陸太田市久米町200

0873400345

有限会社 居宅介護支援事業所かなさ

有限会社 居宅介護支援事業所かなさ

0294-76-9801

3130104 茨城県常陸太田市上利員町721

0873500052

株式会社 シルバーライフサポート木の実

シルバーライフサポート 木の実

0294-39-6841

3191303 茨城県日立市十王町友部東2-1-19

0873500128

社会福祉法人 愛孝会

居宅介護支援センタ－ 福祉の森 聖孝園

0294-39-1166

3191305 茨城県日立市十王町高原古田333-6

0873600019

社会福祉法人

樅山会 居宅介護支援事業

0291-37-3870

3111426 茨城県鉾田市樅山500-1

0873600043

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 茨城県済
生会

済生会居宅介護支援事業所かみす

0299-94-5566

3140112 茨城県神栖市知手中央7-2-45

0873600050

社会福祉法人白十字会

社会福祉法人 白十字会 神栖ケアサポート
居宅介護支援事業所

0299-91-1015

3140134 茨城県神栖市賀2108-17

0873600076

社会福祉法人 東湖園

居宅介護支援事業所東湖園

0291-32-6608

3111504 茨城県鉾田市安房1670-12

0873600118

医療法人 樅山診療所

もみやま訪問看護介護支援所

0291-34-4155

3111426 茨城県鉾田市樅山576-27

0873600241

社会福祉法人 清新会

しおさい苑 指定居宅介護支援事業所

0479-48-4031

3140341 茨城県神栖市矢田部9416-1

0873600399

医療法人 昂仁会

医療法人昂仁会 ハタミ居宅介護支援事業所

0291-34-8557

3111517 茨城県鉾田市鉾田1444-8

0873600423

株式会社 カシマクオリティ－ライフ

株式会社カシマクオリティ－ライフ指定居宅介
護支援事業所

0479-46-6979

3140341 茨城県神栖市矢田部12642-11

0873600464

社会福祉法人 うぇるさんて

居宅介護支援事業所 うぇるさんて大洋

0291-39-7701

3112113 茨城県鉾田市上幡木前砂子1512-4

0873600548

医療法人 三尚会

居宅介護にこにこステーション

0291-34-2520

3111517 茨城県鉾田市鉾田2570

0873600621

社会福祉法人 武仁会

鉾田サンハウス居宅介護支援事業所

0291-34-3050

3111534 茨城県鉾田市鳥栖2100-9

0873600647

有限会社 ゆかり訪問介護サービス

ゆかりケアプランセンター

0479-40-5501

3140341 茨城県神栖市矢田部8725-6

0873600795

有限会社ふくしの

ふくしの介護センター

0299-91-1261

3140125 茨城県神栖市高浜880

0873600803

有限会社 ホームヘルプたいよう

ケアプランセンター ぽっかぽか

0291-32-8151

3111712 茨城県行方市繁昌642-1

0873700041

社会福祉法人 常山会

玉寿荘指定居宅介護支援事業所

0299-55-3636

3113513 茨城県行方市手賀1854-1

0873700249

社会福祉法人 清栄会

きたうらケアプランセンター

0291-34-6125

3111704 茨城県行方市山田3339-6

0873700439

有限会社 熊野屋商事

居宅介護支援事業所 ほたるの里

0291-34-6661

3111704 茨城県行方市山田104-21

0873700470

医療法人 青藍会

かすみがうら介護支援事業所

0299-35-6271

3113502 茨城県行方市若海793-5

0873700561

社会福祉法人 寛仁会

居宅介護支援事業所 あそうの郷

0299-73-0311

3113831 茨城県行方市青沼981-2

0873800015

社会福祉法人 阿見町社会福祉協議会

阿見町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事
029-887-9234
業所

3000331

0873800031

社会福祉法人 長寿の森

阿見翔裕園 指定居宅介護支援事業所

0298-40-2881

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見5137 阿見翔裕園

0873800080

社会福祉法人 筑和会

宝永館指定居宅介護支援センター

0297-87-5988

3001426 茨城県稲敷市寺内600-1

0873800163

医療法人 美湖会

居宅介護支援事業所 ゴーエン美浦

029-885-6622

3000412 茨城県稲敷郡美浦村宮地678

0873800197

社会福祉法人 盡誠会

指定居宅介護支援事業所 水郷荘

0299-79-2319

3000605 茨城県稲敷市幸田1252

0873800205

社会福祉法人 河内町社会福祉協議会

社会福祉法人 河内町社会福祉協議会 指定
居宅介護支援事業所

0297-84-2830

3001331

0873800296

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会 指定
居宅介護支援事業所

0298-85-8885

3000424 茨城県稲敷郡美浦村受領1546-1

0873800361

医療法人社団 仁誠会

阿見第一 居宅介護支援事業所

029-887-3511

3000337 茨城県稲敷郡阿見町中郷2-30-6

0873800486

株式会社 ユニマットそよ風

阿見ケアコミュニティそよ風

0298-43-7130

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野4-24-5

0873800619

社会福祉法人 河内厚生会

指定居宅介護支援事業所もえぎ野

0297-84-6081

3001606 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台1-1-8

0873800643

社会福祉法人 月出里

指定居宅介護支援事業所 すだちの里

0298-93-1515

3000522 茨城県稲敷市蒲ケ山77

0873800692

社会福祉法人 清栄会

みほケアプランセンター

029-891-5561

3000424 茨城県稲敷郡美浦村受領881

0873800734

特定非営利活動法人 まい・あみ

指定居宅介護支援事業所ＮＰＯまい・あみ

029-887-5699

3000332 茨城県稲敷郡阿見町中央2-4-19

0873800742

医療法人耕平会

居宅介護支援事業所 スーペリア

029-830-5500

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2033-508

0873800775

特定非営利活動法人 あゆみ

あゆみ介護ステーション

029-892-7801

3000522 茨城県稲敷市蒲ケ山655

樅山会

茨城県稲敷郡阿見町阿見4671-1 阿見町総
合保健福祉会館内

茨城県稲敷郡河内町生板9593-1 河内町福
祉センター内

0873800817

有限会社 モデンナ・ケアサービス

指定居宅介護支援事業所 ドルチェ

029-891-5610

3000421 茨城県稲敷郡美浦村木原89-1

0873900013

社会福祉法人 聖朋会

社会福祉法人 聖朋会 サンシャインつくば

0298-97-0101

3000127 茨城県かすみがうら市上大堤210-27

0873900021

社会福祉法人 常新会

居宅介護支援センター シルトピア

0298-62-1717

3004102 茨城県土浦市本郷1679-1

0873900062

社会福祉法人 泰仁会

ケアプランセンター やさと

0299-43-0811

3150165 茨城県石岡市小倉442-1

0873900138

医療法人 新生会

指定居宅介護支援事業所 八郷プロバンス

0299-44-3213

3150111

茨城県石岡市瓦谷766-28 老人保健施設
八郷プロバンス内

0873900211

医療法人 八郷病院

ケアプランサービスセンター八郷

0299-46-1115

3150122

茨城県石岡市東成井2719 医療法人 八郷
病院内

0873900369

社会福祉法人 明岳会

ピソ天神 居宅介護支援事業所

029-834-8000

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉5696-3

0873900534

社会福祉法人 あさひ会

グリーンヒル千代田指定居宅介護支援事業所

0299-59-3787

3150065 茨城県かすみがうら市上佐谷2008

0873900591

株式会社 いっしん

居宅介護支援事業所 いっしん

029-831-9503

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉2279-1

0873900625

医療法人 石岡脳神経外科病院

指定居宅介護支援事業所 サン・テレーズ

0299-37-1117

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1752-1

0873900641

株式会社 メドウェル

指定居宅介護支援事業所 にいはり

029-829-3201

3004115 茨城県土浦市藤沢東原3534-1

0874000136

社会福祉法人 青洲会

ケアプランセンタ－ みらい

0297-20-7223

3002302 茨城県つくばみらい市狸穴1072-46

0874000151

株式会社 スマイルケア

株式会社スマイルケア 指定居宅介護支援事
業所

0297-20-5512

3002406 茨城県つくばみらい市福岡1330-4

0874000243

有限会社 ホープ

花みずきケアサービス

0297-52-1007

3002443 茨城県つくばみらい市西ノ台南313-6

0874100019

社会福祉法人 県西せいかん荘

県西せいかん荘 居宅介護支援事業所

0296-57-6531

3091102 茨城県筑西市蓬田241

0874100043

医療法人 恒貴会

医療法人 恒貴会 協和中央病院 居宅介護支
援事業所

0296-57-7205

3091107 茨城県筑西市門井1676-1

0874100050

医療法人 杏仁会

介護保険支援センター大圃病院

0296-37-7797

3080104 茨城県筑西市木戸352

0874100175

社会福祉法人 明康会

紫雲荘 指定居宅介護支援事業所

0296-52-5711

3004517 茨城県筑西市海老ケ島1999

0874100183

医療法人 昭徳会

マカベシルバートピア居宅介護支援事業所

0296-54-2802

3004415 茨城県桜川市真壁町東山田1945

0874100308

社会福祉法人 筑圃苑

筑圃苑 居宅介護支援事業所

0296-37-2215

3080104 茨城県筑西市木戸354

0874100407

スミハツサービス株式会社

スミハツサービス株式会社

0296-20-6330

3091231 茨城県桜川市本木173-1

0874100415

社会福祉法人 敬和会

指定居宅介護支援事業所 ひだまりの家やま
と

0296-20-6511

3091244 茨城県桜川市大国玉4514-2

0874100480

有限会社 在宅介護サービスきぼう

有限会社 在宅介護サービスきぼう居宅介護
支援事業所

0296-37-4763

3080103 茨城県筑西市辻1476-2

0874100647

医療法人 同愛会

居宅介護支援事業所 さくらがわ

0296-58-5058

3091233 茨城県桜川市東飯田659

0874100654

社会福祉法人リベルテ

サンホーム真壁居宅介護支援事業所

0296-54-0203

3004426 茨城県桜川市真壁町下谷貝字鹿島1449-1

0874200041

社会福祉法人 八千代町社会福祉協議会

八千代町社会福祉協議会指定居宅介護支援
事業所

0296-49-3949

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1033

0874200066

医療法人社団 白峰会

介護老人保健施設 しろかね 居宅介護支援
事業所

0296-30-1811

3040811 茨城県下妻市下栗1217

0874200165

社会福祉法人 慈愛会

錦荘居宅介護支援スティーション

0296-49-2966

3003551 茨城県結城郡八千代町栗山229-1

0874200207

常総ひかり農業協同組合

ＪＡ常総ひかりヘルパ－ステ－ション

0296-30-9502

3003544 茨城県結城郡八千代町若1477番地

0874200272

有限会社 エッチアイディー八千代福祉事業セン
ター

プライエいつき居宅介護支援事業所

0296-30-2217

3003524 茨城県結城郡八千代町兵庫472-3

0874200405

社会福祉法人 紬会

居宅介護支援事業所 玉樹

0296-49-3886

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1

0874200439

有限会社 飛翔

居宅介護支援事業所 はばたき

0296-30-9800

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1143-1

0874300015

社会福祉法人 芳香会

介護保険支援センター青嵐荘 （総和）

0280-98-0030

3060232 茨城県古河市東牛谷456-6

0874300023

社会福祉法人 さしま福祉会

ファミール境 居宅支援事業所

0280-87-7111

3060405 茨城県猿島郡境町塚崎4864

0874300031

医療法人 仁寿会

総和中央病院 居宅介護支援事業所

0280-91-1256

3060221 茨城県古河市駒羽根825-1

0874300049

社会福祉法人五霞町社会福祉協議会

社会福祉法人五霞町社会福祉協議会 指定居
0280-84-0765
宅介護支援事業所

3060303 茨城県猿島郡五霞町江川3201

0874300056

社会福祉法人 下総プリンスクラブ

白英荘 居宅介護支援事業所

0280-98-4318

3060231 茨城県古河市小堤1796-2

0874300072

社会福祉法人 境町社会福祉協議会

境町社協 指定居宅介護支援事業所

0280-87-2525

3060404

0874300296

茨城県厚生農業協同組合連合会

茨城西南医療センター病院在宅ケアセンター

0280-87-6704

3060433 茨城県猿島郡境町2190

0874300304

社会福祉法人 三和みつなみ会

みどりの里指定居宅介護支援事業所

0280-78-1123

3060112 茨城県古河市東山田4796-2

0874300353

社会福祉法人 慈光学園

慈光地域支援センター

0280-82-1155

3060504 茨城県坂東市生子1609-8

茨城県猿島郡境町長井戸1681-1 境町社会
福祉会館

0874300551

有限会社 ゆうゆう

たかはし介護支援事業所

0280-32-6834

3060235 茨城県古河市下辺見1081-8

0874300577

有限会社 あさひ

あさひケアセンター

0280-77-3677

3060126 茨城県古河市諸川1323-1

0874300767

社会福祉法人 和風会

秋明館 居宅介護支援事業所

0280-77-3751

3060126 茨城県古河市諸川2530-4

0874300890

はるケアサービス有限会社

はるケアサービス有限会社

0280-87-8766

3060404 茨城県猿島郡境町長井戸220-2

0874300924

株式会社 ひだまりの里

居宅介護支援事業所 ひだまり

0280-91-1507

3060222 茨城県古河市釈迦278-1

0874300940

有限会社 岬

居宅介護支援事業所 ゆうりん

280-97-1202

3060232 茨城県古河市東牛谷135-2

0874300981

社会福祉法人 五霞愛隣会

きららの杜居宅介護支援事業所

0280-80-0888

3060313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7331-1

0874300999

医療法人 仁寿会

境町メディカルピクニック居宅介護支援事業所

0280-81-1055

3060405 茨城県猿島郡境町塚崎2555-1

0874301021

社会福祉法人 三和みつなみ会

居宅介護支援センターみどりの丘

0280-75-0770

3060101 茨城県古河市尾崎3373

0874301039

有限会社 魁星舎

ライフサポートふくろう居宅介護支援事業所

0280-75-1335

3060101 茨城県古河市尾崎2630-13

0874301054

茨城むつみ農業協同組合

ＪＡ茨城むつみ居宅介護支援事業所

0280-81-2055

3060431 茨城県猿島郡境町西泉田1278-9

0874400187

社会福祉法人 宗仁会

藤代居宅介護支援事業所

0297-85-8304

3001546 茨城県取手市岡1476

0874400278

社会福祉法人 エンゼル会

指定居宅介護支援事業所 藤代なごみの郷

0297-82-7530

3001511 茨城県取手市椚木1342-2

0874400344

有限会社みな介護サービス

有限会社みな介護サービス

0297-60-3032

3001622 茨城県北相馬郡利根町布川618-125

0874400377

株式会社 ファインケア

居宅介護支援事業所 ぽっかぽか利根

0297-61-8178

3001631 茨城県北相馬郡利根町早尾610-1

0874400401

有限会社 モデンナ・ケアサービス

指定居宅介護支援事業所 響

0297-61-8500

3001604 茨城県北相馬郡利根町横須賀147

0875100174

株式会社 ヤマダヤ

居宅介護支援事業所 富谷の家

0296-75-2114

3091347 茨城県桜川市富谷1459-1

0875200032

有限会社ｆグロウ

ケアセンター母里指定居宅介護支援事業所

0479-46-1980

3140254 茨城県神栖市太田568-27

0875200065

特定非営利活動法人 ひなたぼっこ

指定居宅介護支援事業所 ひなたぼっこ

0479-46-3555

3140253 茨城県神栖市須田2336-27

0875200172

社会福祉法人 白十字会

ばんなん賀居宅介護支援事業所

0299-93-8888

3140134 茨城県神栖市賀2149

0875200206

株式会社 エヌエスサービス

株式会社 エヌエスサービス介護事業部 ふく
ふく指定居宅介護支援事業所

0479-46-0081

3140256 茨城県神栖市若松中央2-18

0875200214

有限会社アイケア

アイケア神栖ステーション

0299-93-8215

3140135 茨城県神栖市堀割2-26-29

0875300030

有限会社ひなた

居宅介護支援事業所ひなたぼっこ

0299-73-0880

3113822 茨城県行方市岡468-7

0875300055

社会福祉法人行方市社会福祉協議会

行方市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

0299-36-2020

3113512 茨城県行方市玉造甲403

0875300105

有限会社 松本薬局

居宅介護支援事業所ひまわり

0299-55-3680

3113512 茨城県行方市玉造甲422

0875400020

社会福祉法人 鉾田市社会福祉協議会

社会福祉法人鉾田市社会福祉協議会居宅介
護支援事業所

0291-32-2827

3111528 茨城県鉾田市当間228

0875400046

株式会社 鉾田総合福祉サービス

ケアプランセンター ほこた

0291-40-0002

3111503 茨城県鉾田市徳宿3073-5

0875500043

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービスつくばみらい

0297-20-7818

3002358 茨城県つくばみらい市陽光台1-14-1

0875500050

社会福祉法人 青洲会

ケアプランセンター 伊奈

0297-57-0823

3002344 茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2

0875500068

株式会社 ケアウィンド

株式会社ケアウィンド ケアステージつくばみら
い指定居宅介護支援事業所

0297-47-2271

3002307 茨城県つくばみらい市板橋1807-33

0875600025

社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

小美玉社協ケアプランセンター美野里

0299-48-2005

3190132 茨城県小美玉市部室1106

0875600033

社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

小美玉社協ケアプランセンター玉里

0299-58-0511

3113436

0870103082

社会福祉法人 愛の会

居宅介護支援事業所 桜川陽だまり館

029-257-7011

3114153 茨城県水戸市河和田町58

0870103116

セントケア茨城 株式会社

セントケア水戸

029-303-1012

3100803

0871100319

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス常総

0297-30-8313

3002706 茨城県常総市新石下3930-1

0871700522

セントケア茨城 株式会社

セントケア取手

0297-70-6381

3020021 茨城県取手市寺田2427-1

0872500160

有限会社 カサブランカ

居宅介護支援事業所やまゆり

0295-52-6621

3192135 茨城県常陸大宮市石沢1595

0873300024

社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会

社会福祉法人 常陸大宮市社会福祉協議会

0295-58-3818

3192512 茨城県常陸大宮市下檜沢3632

0873300032

社会福祉法人ナザレ園

ナザレ園居宅介護支援事業所

029-270-9315

3192103 茨城県那珂市中里365-12

0873300040

社会福祉法人 豊潤会

居宅介護支援事業所 ゆたか

029-295-1287

3110111 茨城県那珂市後台2042-1

0873300685

社会福祉法人 美光会

みわ居宅介護支援事業所

0295-58-3882

3192603 茨城県常陸大宮市鷲子2023-2

茨城県小美玉市上玉里1122小美玉市保健
福祉センター内

茨城県水戸市城南3-16-16アシスト城南ビル
202

0873600357

医療法人 東湖会

居宅介護支援事業所 春の場所

0291-32-6757

3111511 茨城県鉾田市柏熊985-1

0873700017

社会福祉法人親和会

朝霞荘指定居宅介護支援事業所

0299-72-1610

3113832 茨城県行方市麻生1088-1

0873700025

一般社団法人 茨城県水郷医師会

水郷医師会居宅介護支援事業所

0299-72-3524

3113832 茨城県行方市麻生1570-1

0873700215

医療法人 社団 光会

指定居宅介護支援事業所 リヒトハウス北浦

0291-35-0471

3111712 茨城県行方市繁昌1712-1

0873700264

社会福祉法人 白十字会

白十字会 指定居宅介護支援事業所

0299-80-6600

3113832 茨城県行方市麻生3290-12

0873900047

社会福祉法人 廣山会

指定居宅介護支援事業所 プルミエールひた
ち野

0299-59-5611

3150057 茨城県かすみがうら市上土田330-2

0873900757

社会福祉法人 祥風会

支援センター 憩いの里

029-829-3033

3004117 茨城県土浦市高岡2315

0874000011

社会福祉法人 竹育会

社会福祉法人 竹育会 谷和原居宅介護支援事
0297-52-1280
業所

3002422 茨城県つくばみらい市古川1047

0874200025

有限会社 ファーマティカ

たけの調剤薬局 介護支援センター

0296-48-2984

3003516 茨城県結城郡八千代町高崎1076-2

0874300866

有限会社 セキ

さくら苑居宅介護支援事業所

0280-77-3511

3060121 茨城県古河市駒込922-15

0874400237

社会福祉法人 栄真会

やまなみ園居宅介護支援事業所

0297-61-7000

3001616 茨城県北相馬郡利根町立木909

0874400245

有限会社 あゆ介護サービス

有限会社 あゆ介護サービス

0297-71-6650

3001532 茨城県取手市谷中481-37

0874400419

セントケア茨城 株式会社

セントケア利根

0297-61-7181

3001622

0875100026

社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会

桜川市社協岩瀬指定居宅介護支援事業所

0296-76-1357

3091223 茨城県桜川市鍬田612

0875100034

社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会

桜川市社協真壁指定居宅介護支援事業所

0296-54-2361

3004406 茨城県桜川市真壁町山尾604-1

0875200222

社会福祉法人 マリンピア

指定居宅介護支援事業所マリンピア神栖

0479-46-7770

3140341 茨城県神栖市矢田部12678-7

0870103132

アイネット 株式会社

アイネット水戸居宅介護支援事業所

050-1214-8537

3100836

0870103165

有限会社エーデル・ケア

ケアプランセンター アクエリアス

029-303-2237

3100056 茨城県水戸市文京2-2-25

0870201290

有限会社 ハンディキャブ

居宅介護支援事業所 ハンディキャブ

0294-25-4667

3160005 茨城県日立市河原子町3-2-7

0870301587

株式会社 桑林

居宅介護支援事業所桑林

029-843-3373

3000871 茨城県土浦市荒川沖東3-17-28

0870301595

社会福祉法人 道寿会

居宅介護支援事業所 なごみ

029-841-7532

3000837 茨城県土浦市右籾644-1

0870700416

社会福祉法人 三和みつなみ会

居宅介護支援センターきぬの郷

0296-20-9800

3070027 茨城県結城市粕礼934-3

0871700597

デンタルサポート 株式会社

ケアサポート取手

0297-70-6002

3020015

茨城県取手市井野台4-17-24 ウェルライフ
ガーデン取手

0872001680

有限会社 杏珠

あんじゅ

029-879-0092

3003261

茨城県つくば市花畑1-14-6 プロスパー102
号

0872800156

岩井農業協同組合

岩井農業協同組合居宅介護支援事業所

0297-47-4777

3060631 茨城県坂東市岩井2229

0873101448

医療法人 緑生会

桜の郷祐寿苑居宅介護支援事業所

029-219-0321

3113117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-6

0875100190

株式会社 あおぞら

あさひ居宅介護支援事業所

0296-75-6106

3091217 茨城県桜川市犬田778-10

0870103215

株式会社 ケア・アミティ

ケア・アミティケアプランセンター

029-303-6200

3100912 茨城県水戸市見川4-447-1

0870800695

医療法人 竜仁会

指定居宅介護支援事業所 もみじ館

0297-63-2151

3010836 茨城県龍ケ崎市寺後3937-10

0871000758

社会福祉法人 康明会

指定居宅介護支援事業所 加養の里

0296-30-6191

3040048 茨城県下妻市加養493

0871700605

株式会社 ハートアンドハート

まごころ居宅介護支援事業所

0297-70-3556

3001512 茨城県取手市藤代767-2

0872101266

社会福祉法人 北養会

社会福祉法人 北養会 指定居宅介護支援セ
ンター北勝園なかみなと

029-262-2341

3111254 茨城県ひたちなか市新堤10791-4

0872700380

株式会社 フレンド

ふれんど筑西居宅介護支援センター

0296-28-1001

3080847 茨城県筑西市玉戸1015-5

0870103249

株式会社ウィズ・ユー

ケアプランセンター「こころ」

029-222-3080

3100902

0870201340

社会福祉法人 ひたちの森会

ひたちの森すこやかビレッジ

0294-32-7788

3170052 茨城県日立市東滑川町5-10-3

0871700613

医療法人 西秀会

ケアプランセンターさくら

0297-70-9510

3001525 茨城県取手市桜が丘1-2-1

0872101274

社会福祉法人森田記念会

居宅介護支援事業所さわの森

029-354-3711

3120002 茨城県ひたちなか市高野2448

0872700406

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑 下館

0296-21-0765

3080051 茨城県筑西市岡芹2130

0872900139

医療法人社団 広文会

居宅介護支援事業所 いなしきの郷

0299-79-3811

3000749 茨城県稲敷市佐原組新田1378-1

0874200462

株式会社 なごみケアサービス

なごみ苑居宅介護支援事業所

0296-30-3753

3003563 茨城県結城郡八千代町村貫111-3

0870400637

医療法人社団 友志会

けやきの舎居宅介護支援事業所

0280-77-3335

3060125 茨城県古河市仁連601

茨城県北相馬郡利根町布川2115-89エンゼ
ルハウス1F

茨城県水戸市元吉田町103 ビューラー南台
B－106

茨城県水戸市渡里町2694-15フォレストK・
103号

0872400429

医療法人社団 源守会

ケアサービス あいた

0297-48-4660

3020112 茨城県守谷市同地358-5

0870103272

株式会社 モーディス

居宅介護支援センター河和田

029-257-6025

3114152 茨城県水戸市河和田3-2352-24

0870301645

医療法人社団 朋友

ケアプランセンター天川長寿館

029-835-5550

3000818 茨城県土浦市天川2-3-28

0870301678

医療法人 慈厚会

ケアプランセンターひかり

029-822-8341

3000031 茨城県土浦市東崎町6-24

0871200507

合同会社 介護支援まつもと

介護支援 まつもと

0294-87-0840

3130351 茨城県常陸太田市天下野町3457

0872001839

医療法人社団 健康尚仁会 飯村医院

居宅介護支援事業所 なかよし

029-867-6677

3004231 茨城県つくば市北条4326-2

0872101290

有限会社 ソフト･ケア

ソフト･ケア 居宅介護支援事業所

029-273-7755

3120012 茨城県ひたちなか市馬渡2758-1

0872700422

社会福祉法人 明康会

宮山公園福祉センター さくら荘 居宅介護支
援事業所

0296-52-8885

3004504 茨城県筑西市宮山381-1

0872800164

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑 岩井

0297-20-8115

3060631 茨城県坂東市岩井1823-1

0873301048

医療法人社団 村松会

サンフラワーケアプランセンター

029-287-3361

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川689-4

0874200470

有限会社 スズショウ

居宅介護支援事業所『えがお』

0296-30-2160

3003553 茨城県結城郡八千代町蕗田161-10

0870103306

有限会社 関東メディア

指定居宅介護支援事業所 百寿庵

029-291-6371

3114146 茨城県水戸市中丸町2052-9

0870103322

社会福祉法人 北養会

指定居宅介護支援センターもくせい

029-303-7373

3100035 茨城県水戸市東原3-2-7

0870103348

有限会社 カント

居宅介護支援事業所 居宅ケアプランスタジオ
ほよ

029-241-0426

3100852 茨城県水戸市笠原町975-32

0870103520

株式会社 タカ

ケアサービス２３

029-257-9367

3114153 茨城県水戸市河和田町1063

0870103579

株式会社 いっしん

居宅介護支援事業所いっしん内原

029-259-5251

3190306 茨城県水戸市杉崎町195-1

0870103611

有限会社北関東総合サービス

在宅介護サービス まごの手

029-300-1711

3100815 茨城県水戸市本町3-2-26

0870201399

社会福祉法人 正和会

成華園 居宅介護支援事業所

0294-54-2385

3191222 茨城県日立市久慈町4-19-21

0870201407

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター多賀

0294-25-4101

3160004 茨城県日立市東多賀町2-9-9

0870201415

社会福祉法人克信会

金沢弁天園居宅介護支援事業所

0294-28-7680

3160014 茨城県日立市東金沢町4-16-10

0870201464

株式会社クリエイト

居宅介護支援事業所 久慈浜

0294-52-6673

3191222 茨城県日立市久慈町3－4－14

0870301793

株式会社 まごころ介護支援センター

まごころ介護支援センター指定居宅介護支援
事業所

029-804-3307

3000061 茨城県土浦市並木2-8-7

0870301827

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑グランデ土浦

029-834-2021

3000841 茨城県土浦市中1161-15

0870400694

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 古河

0280-30-5152

3060016 茨城県古河市古河643-1

0870500733

株式会社 仙

ケアプランセンター あんず

0299-46-0010

3150125 茨城県石岡市山崎3140-1

0870500774

社会福祉法人愛の会

居宅介護支援事業所 石岡陽だまり館

0299-35-5601

3150013 茨城県石岡市府中1-3-10

0870600533

株式会社ライフサポート

ライフサポートすい郷 居宅介護支援事業所

0296-28-4367

3080853 茨城県筑西市伊讃美1300

0871000782

株式会社あおば

あおば居宅介護支援事業所

0296-44-6222

3040075 茨城県下妻市南原124-1

0871100400

社会福祉法人研佑会

指定居宅介護支援事業所「里の音」

0297-44-5671

3030041 茨城県常総市豊岡町丙3080-1

0871100475

社会福祉法人 寿広福祉会

指定居宅介護支援事業所 L・ハーモニー石下

0297-44-6616

3002702 茨城県常総市原宿1155

0871200572

有限会社 訪問介護サービスひばり

居宅支援事業所・ひばり

0294-74-3560

3130022 茨城県常陸太田市真弓町1953-2

0871600284

有限会社ともべ看護ケアセンター

ともべ居宅介護支援事業所

0296-78-5659

3091717 茨城県笠間市旭町468-30

0871700688

社会福祉法人 百音の会

水彩館

0297-77-1317

3020001 茨城県取手市小文間5720-1

0872001854

有限会社アモールサービス

つくばケアプランセンター アモール

029-886-8881

3050023

0872001904

野村運送 有限会社

居宅介護支援事業所 ケアサポートやたべ

029-836-7668

3050867 茨城県つくば市境田148-24

0872200571

社会福祉法人 至福会

鹿島の杜居宅介護支援事業所

0299-84-7611

3140047 茨城県鹿嶋市須賀1346-5

0872400460

医療法人社団 弘明会

さとう居宅介護支援事業所

0297-21-1740

3020117 茨城県守谷市野木崎520-2

0872800206

合同会社 パートナーシップ

居宅介護支援事業所 ひかりの畑

0297-34-3760

3060653 茨城県坂東市駒跿940-3

0872800214

有限会社 わかなケアサービス

わかなケアサービス

0297-20-9570

3060656 茨城県坂東市寺久107-3

0872800222

社会福祉法人 清風福祉会

恵愛荘居宅介護支援事業所

0297-44-3320

3060515 茨城県坂東市沓掛337

0872900204

医療法人 美湖会

居宅介護支援事業所プエブロ稲敷

0297-87-7511

3001417 茨城県稲敷市狸穴11

茨城県つくば市上ノ室967-1 カモブンテナン
ト001号室

茨城県かすみがうら市向原土地区画整理地
内9街区①-４画地

0873000137

株式会社 ソーシャルワーカーズオフィス吉田

ソーシャルワーカーズオフィス吉田

0299-59-7338

3150000

0873101505

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス城里 指定居宅介護支援事業
所

029-288-6254

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚2254-1

0873301063

社会福祉法人 オークス・ウェルフェア

オークス東海

029-306-4165

3191115 茨城県那珂郡東海村船場588-7

0875200263

株式会社 メイプル

株式会社 メイプル 指定居宅介護支援事業
所

0479-48-7050

3140343 茨城県神栖市土合本町5-9809-417

0875200271

有限会社 ミナト交通

ミナト介護ケアプランナーはさき

0479-48-5177

3140345 茨城県神栖市土合南2-1-21

0875200289

企業組合ひまわり

ひまわりケアセンター

0479-46-2353

3140257 茨城県神栖市太田新町３－２－７

0875400087

医療法人真成会

居宅介護支援事業所 メロンハート ヌチナ

0291-39-0505

3112103 茨城県鉾田市汲上3130

0875500100

株式会社 レオパレス２１

あずみ苑 ラ・テラス小絹

0297-25-3121

3002445 茨城県つくばみらい市小絹839-6

0875500134

合同会社 ケアワーカーズ

居宅介護支援事業所ケアワーカーズ

0297-44-4502

3002422 茨城県つくばみらい市古川840

0875600173

社会福祉法人 聖隷会

居宅介護支援事業所 晴風園の里

0299-27-0111

3113433 茨城県小美玉市高崎911－1

0870103629

社会福祉法人木犀会

居宅介護支援事業所はぎの郷

029-291-7780

3100841 茨城県水戸市酒門町２９４６番３

0870103645

社会福祉法人 徳泉会

居宅介護支援事業所 東野の家

029-247-1551

3100846 茨城県水戸市東野町215-1

0870103660

医療法人博仁会

みとけやき台総合ケアプランセンター

029-304-1515

3100841 茨城県水戸市酒門町千束3283-1

0870103702

有限会社いばらきケア

いばらきケア居宅支援事業所

029-291-1831

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡4434-1

0870103736

有限会社水戸介護家事サービス

水戸介護家事サービス居宅介護支援事業所

029-302-4141

3100041 茨城県水戸市上水戸2-1-48光和ビル201号

0870103751

有限会社ケアーさくら

袰（ほろ）居宅介護支援事業所

029-302-4001

3100802

0870103827

有限会社ケアショップケーアンドエム

あいわケアマネジメントセンター

029-350-9700

3100836 茨城県水戸市元吉田町1596-1

0870103850

特定非営利活動法人 オプティマム

ケアプランセンターぽてと

029-244-1379

3100853 茨城県水戸市平須町1225-5

0870201514

有限会社 かみーら

居宅介護支援事業所 かみーら

0294-38-0035

3160036 茨城県日立市鮎川町1-5-12

0870201530

医療法人 佐々木胃腸科外科

佐々木胃腸科外科居宅介護支援事業所

0294-43-0333

3191412 茨城県日立市折笠町５６４－２

0870301835

有限会社 エス・アイ・ティ

アリスケアセンター

029-827-2125

3000818 茨城県土浦市天川2-6-22

0870400736

株式会社きぼう

居宅介護支援事業所 きぼう

0280-75-0707

3060126 茨城県古河市諸川1307-25

0870400801

アサヒケアサービス有限会社

居宅介護支援事業所 みやびの里

0280-91-1581

3060221 茨城県古河市駒羽根1420-1

0870700440

株式会社川島コーポレーション

サニーライフ結城 居宅介護支援事業所

0296-32-0360

3070001 茨城県結城市結城1452-1

0871200606

医療法人貞心会

ケアプランセンターウィズ西山

0294-72-5121

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町931-2

0871400370

有限会社 七福神

有限会社 七福神 七福神高萩介護支援ス
テーション

0293-24-9010

3180004 茨城県高萩市上手綱4010-4

0871700712

株式会社木乃

介護サポートあさひ

0297-85-2280

3020038 茨城県取手市下高井2291-9

0871700738

株式会社 えがお

えがお指定居宅介護支援事業所

0297-84-6713

3020031

0871900676

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター牛久南

029-878-5035

3001222 茨城県牛久市南3-20-2

0872002035

社会福祉法人欣水会

指定居宅介護支援事業所大地と大空

029-879-8102

3001259 茨城県つくば市稲荷原1241-1

0872002084

特定非営利活動法人 まちなか交友館まどか

ケアマネジメントセンターまどか

029-867-6117

3004231 茨城県つくば市北条５１－１

0872002092

有限会社 いなしき

居宅介護支援事業所 ハナミズキ

029-875-4712

3050073 茨城県つくば市市之台121-5

0872002100

医療法人筑峰会

居宅介護支援事業所飯田医院つくばの里

029-866-2480

3004353 茨城県つくば市沼田101

0872002118

一般社団法人ヘルスケアTERMS

タームズケアプランセンター

029-839-2355

3002658

0872101373

株式会社 ありが園

ケアプラン「あい」

029-285-2723

3120002 茨城県ひたちなか市高野212-159

0872400494

株式会社かりんとう

株式会社 かりんとう

0297-24-7685

3002521 茨城県常総市大生郷町762

0872400528

合同会社 愛々ケアプランサービス

愛々ケアプランサービス

0297-46-4824

3020119

0872600283

株式会社イーストシー

ケアセンター那珂

029-219-7312

3110107 茨城県那珂市額田南郷2381-18

0872700489

有限会社コスモス介護サービス

コスモス居宅介護支援事業所

0296-52-5371

3004503 茨城県筑西市宮後504-1

0872700513

株式会社 なおい

在宅介護サービス ふれんず

0296-25-4671

3080021 茨城県筑西市甲536

0872800230

有限会社 ワイオハ

麗翠堂居宅介護支援事業所

0297-38-0777

3060624 茨城県坂東市矢作291-2

茨城県水戸市柵町1-3-12駅南第一ハイツ
103号

茨城県取手市新取手1-4-6ｱｰﾊﾞﾝｳﾞｨﾚｯｼﾞ新
取手ビル1階

茨城県つくば市諏訪C2街区1 ｾﾚｰﾉ壱番館
104

茨城県守谷市御所ケ丘3-5 エクシオ守谷御
所ヶ丘414号室

0872800248

株式会社 鈴木工務店

居宅介護支援支援事業所 すまいる

0297-36-7788

3060631 茨城県坂東市岩井4278-3

0872900188

社会福祉法人河内厚生会

居宅介護支援事業所あじさい苑

0297-84-0311

3001331 茨城県稲敷郡河内町生板8907

0873000160

株式会社手

居宅介護支援事業所 まるふく介護保険サー
ビス

0299-59-0029

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉2632-24

0873101539

有限会社さくら園

ケアプランセンターほほえみ

029-306-8535

3113155 茨城県東茨城郡茨城町下土師1034－1

0873801039

社会福祉法人 健仁会

千の風・河内 ほほえみ

0297-60-4166

3001331 茨城県稲敷郡河内町生板4627

0873801054

ウエルシア介護サービス株式会社

居宅介護支援センターさとのこハウス荒川本郷 029-834-2238

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷3-3-1

0875200339

株式会社さんわケアサービス

さんわケアサービス居宅支援事業所神栖

0479-48-0210

3140345 茨城県神栖市土合南1-8-22

0875200347

有限会社 ケアなごみ

指定居宅介護支援事業所 ケアなごみ

0479-40-3910

3140408 茨城県神栖市波崎4561－5

0870103892

株式会社スギショク

しもいち居宅介護支援事業所

029-306-8602

3100812 茨城県水戸市浜田2-9-5 塚原浜田ビル1階

0870103918

株式会社タカ

ケアサービス２２

029-257-9367

3114153 茨城県水戸市河和田町1109-1

0870500824

医療法人明風会

久保田病院指定居宅介護支援事業所「くぼた」

0299-35-5033

3150022 茨城県石岡市行里川26-3

0870500832

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 石岡

0299-35-5930

3150001 茨城県石岡市石岡14046-2 中建ビル2F

0871100418

有限会社 豊玉

さくらんぼ 指定居宅介護支援事業所

0297-24-0588

3030041 茨城県常総市豊岡町乙3587

0871200440

有限会社 凛成

居宅介護支援事業所 はなてまり

0294-76-4777

3130106 茨城県常陸太田市下利員町1262-1

0871500534

企業組合夢なかま

夢なかま 居宅介護支援事業所

0293-24-9002

3191554 茨城県北茨城市中郷町粟野1205-5

0871900494

社会医療法人 若竹会

指定居宅介護支援事業所 たいせつの家

029-871-1088

3001232 茨城県牛久市上柏田1-17-19

0872002175

社会福祉法人のぞみ会

けあぷらん 木の花さくや

029-828-7120

3002651 茨城県つくば市鬼ケ窪1212-11

0872101431

合同会社 道しるべ

けあぷらん 道しるべ

029-275-5055

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3244-20

0872900246

株式会社 深沢商事

福祉サービスみどり 居宅介護支援事業所

0299-94-7016

3000616 茨城県稲敷市東大沼626-2

0873801062

株式会社オーシャン

指定居宅介護支援事業所オーシャン

029-887-9049

3000334 茨城県稲敷郡阿見町鈴木59-63

0875200362

医療法人社団公慈会

指定居宅介護支援事業所こ～じ

0299-94-7450

3140146 茨城県神栖市平泉903-30

0870103942

株式会社 花音

ケアプランセンター花音

029-305-5265

3100853 茨城県水戸市平須町1828-539

0870201589

株式会社かごや

かごや居宅介護支援事業所

0294-44-9399

3191415 茨城県日立市相田町2-5-7

0870301942

株式会社 ヤックスケアサービス

ヤックスケアセンター土浦

029-835-3339

3000051

0871600466

有限会社 モリ・ケア・サービス

居宅介護支援事業所 いわまの郷

0299-45-2433

3190202 茨城県笠間市下郷6004-1

0872002191

有限会社とんぼらいふ

居宅介護支援センターつくばらいふ

029-864-7089

3003261 茨城県つくば市花畑1-17-4

0875200404

株式会社 ハーベストシーズン

ケアプラン 碧の空

0299-77-8691

3140133 茨城県神栖市息栖3079-782

0870103991

株式会社タカ

ケアサービス２１

029-257-9367

3114153 茨城県水戸市河和田町1109-1

0871200614

合同会社 郷の家

居宅支援事業所 郷の家

0294-76-3815

3130134 茨城県常陸太田市中野町580-3

0872600309

特定非営利活動法人たすけあいネット民の会

居宅介護支援事業所なみき

029-352-1232

3110113 茨城県那珂市中台481-7

0875600223

社会福祉法人 久遠会

居宅介護支援事業所 ほのか

0299-36-8071

3190116 茨城県小美玉市中台145-4

0875600231

有限会社 シニアライフ

ケアプランセンター みどりの風

0299-58-7780

3113424 茨城県小美玉市幡谷204-60

0870103983

有限会社パスカル

パスカル居宅介護支援事業所

029-248-4008

3100844 茨城県水戸市住吉町192-146

0870104023

社会福祉法人 北友会

ケアプランセンター すずらん

029-257-9555

3100903 茨城県水戸市堀町北ノ前95

0870400868

株式会社 日本ヒューマンサポート

居宅介護支援センターヒューマンサポート古河

0280-30-1680

3060023 茨城県古河市本町1-3-30

0870500840

社会福祉法人 やまびこ

居宅介護支援事業所 談話館

0299-36-6611

3150112 茨城県石岡市部原784-1

0871400396

社会福祉法人 愛孝会

聖孝園高萩東口 居宅介護支援センター

0293-44-3110

3180014 茨城県高萩市東本町2-73-8

0870104064

特定非営利活動法人 いきいきほろの里

NPO法人 いきいきほろの里

029-255-5671

3114154 茨城県水戸市萱場町1013-7

0870800778

株式会社 いっしん

居宅介護支援事業所いっしん龍ケ崎

029-875-9571

3050055 茨城県つくば市上原23

0870400884

社会福祉法人 愛和会

居宅介護支援事業所 希望の森

0280-98-6200

3060201 茨城県古河市上大野1889-1

0870800810

竜ヶ崎市農業協同組合

JA居宅介護支援事業所 いな穂

0297-62-2211

3010000 茨城県龍ケ崎市8200

茨城県土浦市真鍋3-3386 ヤックスドラック
土浦真鍋店内

0871200630

株式会社 いばらきのケア

いばらきのケア 居宅介護支援事業所ひたち
おおた

0294-72-2211

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町849

0871900742

有限会社 戸苅介護支援センター

介護サービス いろどり

029-873-7078

3001232

0870400942

株式会社 しもふさの郷

居宅介護支援事業所 こすもす

0280-75-2252

3060111 茨城県古河市大和田1802-1

0872900279

一般社団法人 里の心

居宅介護支援事業所こころの家介護相談室

0299-94-8721

3000748 茨城県稲敷市清久島1032

0875100232

医療法人 恒貴会

愛美園 在宅ケアプランセンター

0296-20-6780

3091244 茨城県桜川市大国玉2513-12

0875500159

おんらくサポート合同会社

ケアプランしんあい

0297-34-0164

3002332 茨城県つくばみらい市山王新田137番地62

0870104098

社会福祉法人 聖愛会

聖愛園元吉田居宅介護支援センター

029-353-6100

3100836 茨城県水戸市元吉田町894-16

0870104171

株式会社 ぷらむ

居宅介護支援事業所 ぷらむ水戸

029-353-6533

3114152 茨城県水戸市河和田三丁目2568番地1

0870201662

社会福祉法人 聖愛会

聖愛園千石居宅介護支援センター

0294-33-5300

3160013 茨城県日立市千石町1-7-6

0872002258

茨城日産自動車株式会社

ふれあいねっと つくば

029-829-8023

3050005 茨城県つくば市天久保4-10-4

0873301113

合同会社 あこーど

あこーど東海

029-283-3341

3191108 茨城県那珂郡東海村村松北1-2-32

0871700761

医療福祉生活協同組合いばらき

居宅介護支援事業所あおぞら

0297-72-6137

3020024 茨城県取手市新町3-13-11

0872600317

株式会社 愛幸

あい・ねもと薬局ケアプランセンター

029-295-1021

3110115 茨城県那珂市西木倉166-1

0872700570

有限会社 ルピナス

居宅介護支援事業所 ルピナス

0296-25-7137

3080041 茨城県筑西市乙1004

0875500167

合同会社あんどう居宅介護支援事業所

合同会社あんどう居宅介護支援事業所

0297-58-3482

3002307 茨城県つくばみらい市板橋1854番地6

0870302015

株式会社 らふえる

らふえる居宅介護支援事業所

029-875-6828

3000848 茨城県土浦市西根西1-7-9

0872800263

社会福祉法人 緑平会

延寿館 居宅介護支援事業所

0297-35-3715

3060645 茨城県坂東市長須1188-2

0870104254

株式会社 蒼杜

Distage 悠壽

029-353-7522

3100903 茨城県水戸市堀町1075-11

0870400975

合同会社 ばんどう

居宅介護支援事業所 ばんどう

0280-48-3486

3060052 茨城県古河市大山498-4

0870700473

合同会社 青山

居宅介護支援事業所あおやま

0296-32-7767

3070001 茨城県結城市結城6550－1

0872700588

日本ホスピタリティサービス株式会社

レストーレ下館 ケアプランセンター

0296-23-6170

3080052 茨城県筑西市菅谷1637

0875100240

有限会社 イケダ

居宅介護支援事業所 ゆずの里

0296-73-5668

3091341 茨城県桜川市門毛2297番地3

0870104270

社会福祉法人 北養会

指定居宅介護支援センター はなみずき

029-303-3501

3100035 茨城県水戸市東原三丁目2番8号

0870104288

原口商事株式会社

指定居宅介護支援事業所 ローズガーデン

029-350-1089

3100853 茨城県水戸市平須町957-3

0873801088

社会福祉法人 青洲会

ケアプランセンター阿見こなん

029-879-8588

3000312 茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10

0870302049

医療法人財団 縣南病院

県南病院居宅支援事業所

029-841-1824

3000841 茨城県土浦市中1087

0872300371

株式会社 縁

居宅介護支援事業所 えんむすび

0299-64-6620

3112436 茨城県潮来市牛堀707-3

0873101588

医療法人 白櫻会

居宅介護支援事業所「さくら」

029-291-8809

3114302

0870302064

株式会社 アネックス

ケアプランセンター アネックス

029-846-3917

3000045 茨城県土浦市文京町4番8号

0872002357

株式会社 真優

ケアプラン ことり

029-886-9822

3050023 茨城県つくば市上ノ室760-1

0874301120

医療法人 駿仁会

夢彩の舎居宅介護支援事業所

0280-33-7551

3060417 茨城県猿島郡境町若林2269番地1

0875600256

医療法人 健甦会

居宅介護支援 ハート２４小美玉事業所

0299-56-5181

3190116 茨城県小美玉市中台148

0871200705

合同会社明希

指定居宅介護支援事業所せせらぎ

0294-33-8871

3130122 茨城県常陸太田市玉造町972-1

0871900858

株式会社 エヌケイコーポレーション

居宅介護支援センター ひたち野

029-875-6571

3001207 茨城県牛久市ひたち野東4-8-4

0872002365

株式会社 ユニマットそよ風

松代ケアセンター そよ風

029-850-3715

3050035 茨城県つくば市松代4-8-2

0872700620

株式会社 介護サービス優雨

介護サービス優雨

0296-57-4296

3091107 茨城県筑西市門井1920-7

0873101596

社会福祉法人 親愛会

居宅介護支援事業所 ウィステリア倶楽部

029-240-7880

3113115 茨城県東茨城郡茨城町前田1707-349

0870104346

医療法人社団 光明会

指定居宅介護支援事業所 桜香

029-241-2020

3100851 茨城県水戸市千波町478-3

0870104361

株式会社 ヒューマンサポート アーネスト

介護医療相談センター スマイルネット水戸

029-353-7786

3100912 茨城県水戸市見川5-1251-2

0870302072

早川汽船株式会社

ケアプランセンターこうこう

029-823-6718

3000805 茨城県土浦市宍塚333-1

0871600524

聖北会 有限会社 敬七商事

居宅介護支援事業所 やまびこ

0296-78-5553

3091736 茨城県笠間市八雲2-1058-219

茨城県牛久市上柏田2-12 ヴィラ・エトレンヌ
K102

茨城県東茨城郡城里町那珂西1416エコス城
里ショッピングプラザ内

0871700811

株式会社ゆめみのトータルサポート

ゆめみの居宅介護支援事業所

0297-78-1874

3020032 茨城県取手市野々井882-15

0873101620

社会福祉法人 愛の会

居宅介護支援 ハート２４ 桜の郷事業所

029-353-6581

3113117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷1000-2

0870104387

株式会社 ケアネット

指定居宅介護支援事業所 コンフォルト緑岡

029-305-5203

3100852 茨城県水戸市笠原町1361-2

0870104395

公益社団法人 茨城県看護協会

公益社団法人 茨城県看護協会 居宅介護支
援事業所 絆

029-221-7150

3100034 茨城県水戸市緑町3-5-40

0872101605

医療法人 博仁会

ひたちなか総合ケアプランセンター

029-275-5050

3120003 茨城県ひたちなか市足崎1474-7

0870104445

ログ建築株式会社

オレンジケア水戸居宅介護支援事業所

029-306-8273

3114152 茨城県水戸市河和田1-1704-12

0870201787

社会福祉法人 山水苑

居宅介護支援事業所 山水苑滑川

0294-33-8836

3170053 茨城県日立市滑川町2-13-20

0871600581

ケアセンターいずみ 株式会社

居宅介護支援事業所 いずみ

0299-45-0025

3190209 茨城県笠間市泉2360-1

0873801112

鈴蘭株式会社

居宅介護支援事業所 鈴蘭

029-886-8451

3001157 茨城県稲敷郡阿見町小池1631-4

0870104502

株式会社 ケアレジデンス

ケアレジデンス百合が丘居宅介護支援事業所

029-304-1239

3111134 茨城県水戸市百合が丘町814-524

0870104510

有限会社 共立看護婦家政婦紹介所

居宅介護支援事業所 ささえ

029-224-5165

3100062 茨城県水戸市大町3-2-11

0870401023

株式会社 オリーブ・ケアプランセンター

株式会社 オリーブ・ケアプランセンター

0280-23-5638

3060034

0871200721

有限会社 ワコー介護サービス

ケアプランセンターワコー大里

0294-70-3388

3130125 茨城県常陸太田市大里町237-1

0875500191

桃園 株式会社

桃園 指定居宅介護支援事業所

0297-44-8618

3002307 茨城県つくばみらい市板橋2843-23

0870201811

コンテック 株式会社

ケアプランセンター まごころの家

0294-36-7026

3160003 茨城県日立市多賀町2-10-7

0871000857

株式会社 ふれあい

大きな木居宅介護支援事業所

0296-44-1055

3040004 茨城県下妻市大木253-1

0871900882

株式会社 ケアメディカル

居宅介護支援事業所 ソレイユ

029-874-9680

3001231 茨城県牛久市猪子町990-1

0872200704

ケアシエスタ 合同会社

居宅介護支援事業所 ねこの手

029-219-7841

3111235

0870201837

株式会社 赤羽根

居宅介護支援事業所 ふきのとう

0294-52-5235

3191225 茨城県日立市石名坂町1-41-1

0870302122

株式会社 ケアプランセンター華林

株式会社ケアプランセンター華林

029-879-7153

3004115 茨城県土浦市藤沢1443-2

0872101647

株式会社 ロザリス

ルアル居宅介護支援事業所 ひたちなか

029-229-0277

3120061 茨城県ひたちなか市稲田41-1

0870401056

医療法人 百一会

居宅介護支援事業所 ファミリー

0280-31-1330

3060002 茨城県古河市三杉町2-10-8

0871700902

社会福祉法人 朱白会

居宅介護支援事業所ルロシェ

0297-85-4891

3001524 茨城県取手市神浦646

0872700703

社会福祉法人 向日葵福祉会

居宅支援事業所 「ひまわり」

0296-52-3309

3004542 茨城県筑西市吉田611

0870104650

有限会社 オフィスＴ．Ｅ．Ｅ．

指定居宅介護支援事業所フォレスト

029-247-3306

3100846

0870302155

医療法人 鶴町皮膚科クリニック

オレンジハウス居宅介護支援事業所

029-842-3046

3000874 茨城県土浦市荒川沖西1-17-33

0870401098

有限会社市民社会成熟研究所

デコベル居宅介護支援事業所

0280-23-4185

3060126 茨城県古河市諸川473

0870800851

株式会社モデンナ・ケアサービス

居宅介護支援事業所 縁

0297-61-1660

3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘4-4-3

0870800869

株式会社 ファインケア

居宅介護支援事業所 ぽっかぽか龍ケ崎

0297-61-0121

3010832 茨城県龍ケ崎市緑町46

0871100558

株式会社ＪＭ４Ｔ

ケアプランセンター彩葉

0297-44-5326

3002706 茨城県常総市新石下81-1

0871400412

有限会社 長寿の湯

居宅介護支援センター 山の湯

0293-23-0126

3180004 茨城県高萩市上手綱3028番地

0871500609

株式会社優

ケアプランセンター つきあかり

0293-44-3350

3191702 茨城県北茨城市大津町2542-1

0871600649

株式会社ミューズファーマシー

居宅介護支援事業所 みつばち

0296-71-2720

3091717 茨城県笠間市旭町107-4

0871700951

株式会社 スマイルライフ

井野ケア居宅介護支援センター

0297-70-6031

3020012 茨城県取手市井野団地3-19-101

0871700985

株式会社ぱーく

居宅介護支援 ケアパーク

0297-85-4834

3020013 茨城県取手市台宿2-28-38

0871900932

医療法人耕平会

あげひばり 居宅介護支援事業所

029-872-3775

3001206 茨城県牛久市ひたち野西4-3-3

0872101738

株式会社ケアフロンティア

居宅介護支援事業所 ケアフロンティア

029-229-0474

3120033 茨城県ひたちなか市市毛1114

0872200738

株式会社パソナライフケア

鹿嶋ふれあいケアプランセンター

0299-85-0033

3140031 茨城県鹿嶋市宮中2030-1

0872500335

株式会社 おてつだい

居宅介護支援事業所 しなぷす

0295-57-2606

3193114 茨城県常陸大宮市野上248-1

0872500343

株式会社上高野の里

居宅介護支援事業所 むらた

0295-55-8240

3192131 茨城県常陸大宮市下村田2307

0872800313

株式会社大空

大空 居宅介護支援事業所

0297-38-6855

3060616 茨城県坂東市猫実796-1

茨城県古河市長谷町27-6 パンプキンハウ
ス703

茨城県ひたちなか市田中後42-2 磯良ビル
103号

茨城県水戸市東野町77-1 テラスハウス東
の風Ａ棟2号

0875600280

株式会社 スマイルハート

ケアプランセンター スマイルハート

0299-28-8000

3190121 茨城県小美玉市羽刈638-15

0870104759

株式会社ファーストファイン

ケアプランセンター ボランチ

029-291-4723

3100911

0871400420

社会福祉法人 聖愛会

瑞竜温泉居宅介護支援センター

0294-33-5700

3180022 茨城県高萩市石滝2470

0871600656

特定非営利活動法人ＮＰＯこすもす

ケアプランセンター 秋桜

0296-73-5541

3091715 茨城県笠間市湯崎1048-13

0872101753

合同会社 オフィス赤川

居宅介護支援事業所 むってぃ

029-275-0165

3120053 茨城県ひたちなか市外野1-3-14

0873301196

株式会社ケアレジデンス

ケアレジデンスとうかい居宅介護支援事業所

029-306-1902

3191108

0870302189

株式会社ライフすまいる

ケアプランセンターすまいる

029-822-0306

3000835 茨城県土浦市大岩田1287-1-203

0872002472

社会福祉法人 筑竜会

ケアプランセンター はなみずき

029-896-6010

3050063 茨城県つくば市下原525-1

0875200511

社会福祉法人 梅壽会

指定居宅介護支援事業所はまなす

0299-94-7480

3140114 茨城県神栖市日川4112

0870104783

社会福祉法人 親愛会

介護支援センター藤が原

029-222-9955

3114201 茨城県水戸市藤井町1117-1488

0871200770

社会福祉法人聖愛会

瑞竜温泉居宅介護支援センター

0294-33-5700

3130003 茨城県常陸太田市瑞龍町50-3

0872500368

医療法人 博仁会

やまがた総合ケアプランセンター

0295-54-4522

3193111 茨城県常陸大宮市山方1361

0872700786

医療法人 恒貴会

医療法人 恒貴会 協和ヘルシーセンター 居
宅介護支援事業所

0296-57-6030

3091107 茨城県筑西市門井1669-2

0870104833

ウエルシア介護サービス株式会社

居宅介護支援センター さとのこハウス水戸堀
町

029-309-0058

3100903 茨城県水戸市堀町878-3

0870104866

合同会社友立舎

友立舎居宅介護支援事業所

029-241-1770

3100851 茨城県水戸市千波町1825-5

0870104882

株式会社ツクイ

ツクイ水戸千波

029-305-3351

3100851 茨城県水戸市千波町2049-2

0871100590

社会福祉法人 木犀会

ケアプランセンター 千の杜

0297-44-7085

3030044 茨城県常総市菅生町1319-1

0871701041

社会福祉法人心和会

居宅介護支援事業所 めぐみの杜

0297-84-6155

3020026 茨城県取手市稲29－1

0872002480

社会福祉法人 北養会

コミュニティガーデンつくば居宅介護支援セン
ター

029-896-6031

3050853 茨城県つくば市榎戸670-9 T’Sハウス102

0870800893

株式会社 Ｌｙｃｋａ

指定居宅介護支援事業所 ほのぼのケア龍ヶ
崎

0297-85-2842

3010032 茨城県龍ケ崎市佐貫1-4-3

0872002506

合同会社 星野ケアサポーティング

星野ケアサポーティング 居宅介護支援事業
所

029-896-8304

3004211 茨城県つくば市臼井31

0872101811

医療法人社団 秀峰会

居宅介護支援事業所ラプラス津田

029-222-4189

3120032 茨城県ひたちなか市津田3728

0873301212

合同会社 遥か

ケアプラン 遥か

029-229-1871

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川652-20

0871000923

有限会社なかぼし

居宅介護支援事業所 なかぼし

0296-49-8022

3040021 茨城県下妻市北大宝453-3

0872002514

ウエルシア介護サービス株式会社

居宅介護支援センターさとのこハウス学園中央 029-850-3878

3050033 茨城県つくば市東新井25-2

0872500392

社会福祉法人 清河会

ケアプランセンター サングリーンピア大宮

0295-55-8855

3192222 茨城県常陸大宮市若林1723-15

0872700794

STケアネット株式会社

あい・すまいるケアプラン

0296-24-4418

3080802 茨城県筑西市横島764-2

0873101661

ウエルシア介護サービス株式会社

ウエルシア介護サービス茨城町

029-219-1830

3113156 茨城県東茨城郡茨城町奥谷30

0873301220

有限会社 あおば

ケアプランセンターらく～だ

029-219-9375

3191101 茨城県那珂郡東海村石神外宿2460-6

0873400436

社会福祉法人 清河会

ケアプランセンター サングリーンピア大子

0295-79-3877

3193361 茨城県久慈郡大子町頃藤4144

0870104916

株式会社ハルム

ケアコンダクト

029-306-7364

3114153 茨城県水戸市河和田町1110-1

0875200552

株式会社 青空

ケアプラン ソレイユ

0299-95-9630

3140144 茨城県神栖市大野原4-2-34

0875600298

株式会社 ミラクル・ウィン

ケアプランセンター希望

0299-56-6712

3190122 茨城県小美玉市江戸571-12

0875200578

株式会社カシマクオリティーライフ

ケアプランサービスみのり須田

0479-26-3141

3140253 茨城県神栖市須田4305-1

0870105004

サンハート株式会社

ケアプランセンター笑がお

029-306-8699

3190323 茨城県水戸市鯉淵町6123-223

0870201977

医療法人 秀仁会

ケアプランセンターさくらさくら

0294-28-7701

3160002 茨城県日立市桜川町1-1-1

0870302270

株式会社プラザマアム

居宅介護支援事業所プラザマアム

029-830-2206

3000007 茨城県土浦市板谷7-626-11

0870302296

株式会社つくばケアサービス

居宅介護支援事業所 みずほ

029-893-2130

3000007 茨城県土浦市板谷7-626-11-111

0870500980

有限会社 いきいきケアメイト

いきいきファミリア石岡

0299-56-6485

3150012 茨城県石岡市北府中1-13-54

0870501012

医療法人重陽会

ケアプランセンター なでしこ南台

0299-56-6400

3150035 茨城県石岡市南台3-2-1

0870700531

株式会社きぬ川

まゆの郷 居宅介護支援事業所

0296-54-5513

3070001 茨城県結城市結城7201-1

茨城県水戸市見和1-390-4鳥久アパート201
号室

茨城県那珂郡東海村村松北2-1-8 トーカイ
プラザ1階C号室

0871701074

株式会社 シニアライフパートナー

藤代ケアプランセンター

0297-70-8451

3001514 茨城県取手市宮和田298

0872002563

医療法人社団広紫会

居宅介護支援事業所 ひまわり

029-867-0127

3004231 茨城県つくば市北条85

0872300389

有限会社友商事

ユーアイ居宅介護支援事業所

0299-63-2346

3112405 茨城県潮来市築地516-4

0870105020

株式会社アズパートナーズ

アズハイム水戸居宅介護支援事業所

029-302-7150

3100035 茨城県水戸市東原1-2-40

0870302320

株式会社 ホームケア

居宅介護支援事業所 いろり

029-846-4300

3000815 茨城県土浦市中高津2-2-4

0870501020

株式会社スマイルラボ

ケアセンターつかさ

0299-43-2360

3150103 茨城県石岡市中戸548-1

0871900973

株式会社 敬明

ケア処牛久 ケアプランセンター

029-875-3362

3001221 茨城県牛久市牛久町3290-1

0872002571

株式会社 つくばエデュース

あいリレー介護ステーションつくば

029-877-3322

3002622 茨城県つくば市要273-1

0870105079

合同会社ケイエーエヌエー

しものケアプランセンター

029-259-2258

3190322 茨城県水戸市下野町213

0872002597

社会福祉法人 健誠会

居宅介護支援事業所 シニアガーデンアネック
ス

029-867-7800

3004245 茨城県つくば市水守1189-5

0875600322

サポート虹総合福祉株式会社

サポート虹総合福祉

0299-56-5307

3113422 茨城県小美玉市中延1175-2

0870105103

株式会社門馬会

ケアマネージャーステーション ぷらん

029-353-6041

3100851

茨城県水戸市千波町2476-11 栗原ビル1棟
2階A号室

0870105111

株式会社 HRT

居宅介護支援事業所 ほのか

029-353-8994

3100041

茨城県水戸市上水戸1-8-13メゾンド・ジュン
118号室

0870202009

株式会社カスケード東京

らいおん居宅介護支援センター

0294-44-7775

3191411 茨城県日立市川尻町1-37-20

0871200838

社会福祉法人誠慈会

居宅介護支援事業所 ユーハイム常陸太田

0294-33-8855

3130007 茨城県常陸太田市新宿町1427-3

0871701116

株式会社春風

春風

0297-85-4313

3020032 茨城県取手市野々井1475-3

0873301253

有限会社 成田整体治療院

ケアプランセンターリフレ寿

029-229-2510

3191102 茨城県那珂郡東海村石神内宿2448-3

0875400152

株式会社 まほろば

介護のまほろば

0291-37-0336

3111412 茨城県鉾田市玉田1046-11

0870105178

株式会社愛優

居宅介護支援事業所 優

029-306-7342

3100911

0871701132

有限会社マルタカ・プランニング

ケアプラン取手東

0297-70-5713

3020005 茨城県取手市東6-72-24

0872200837

株式会社ケイ・エム・エス

おおのケアセンター

0299-78-7751

3112212 茨城県鹿嶋市角折1285-3

0872600416

社会福祉法人 新世会

いくり苑那珂 居宅介護支援事業所

029-352-0017

3110105 茨城県那珂市菅谷3799-6

0870105186

合同会社 フレンドリー

居宅介護支援事業所フレンドリー

029-239-3389

3100056

0872002662

株式会社 アドニス

アドニスケアプラン

029-893-3263

3003257 茨城県つくば市筑穂3-5-4 AdoniS.I 101号室

0872101894

早川汽船株式会社

ケアプランセンターなぎの木

029-265-1003

3111201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町172-19

0870105194

株式会社コムズケア水戸

デイゆうなぎ居宅支援事業所

029-291-5615

3114151 茨城県水戸市姫子1-781-7

0870202090

株式会社カスケード東京

らいおんハート福祉ケア支援事業所

0294-26-7550

3170072 茨城県日立市弁天町1-11-4

0871200861

医療法人社団 茨腎会

ネフロ居宅介護支援事業所おおた

0294-80-5031

3130043 茨城県常陸太田市谷河原町1-1660

0871600706

医療法人社団栄進会

笠間シルバーケアセンターパル 居宅介護支
援事業所

0296-70-1185

3091625 茨城県笠間市来栖255-1

0800100026

水戸市

水戸市地域包括支援センター介護予防支援事
業所

029-232-9174

3100011 茨城県水戸市三の丸1-5-48

0800200016

日立市長

日立市地域包括支援センター

0294-22-3111

3178601 茨城県日立市助川町1-1-1

0800300022

社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

社会福祉法人土浦市社会福祉協議会地域包
括支援センターうらら

029-824-0332

3000036

0800400012

古河市中央地域包括支援センター介護予防支援
事業所

古河市中央地域包括支援センター介護予防支
援事業所

0280-92-5920

3060221 茨城県古河市駒羽根1501

0800500019

石岡市

石岡市地域包括支援センター

0299-35-1127

3150009

0800600017

筑西市地域包括支援センター

筑西市地域包括支援センター

0296-24-2111

3088616 茨城県筑西市下中山732-1

0800700015

結城市

結城市地域包括支援センター 指定介護予防
支援事業所

0296-32-1111

3070001 茨城県結城市結城1447

0801000019

下妻市

下妻市地域包括支援センター

0296-43-2111

3048501 茨城県下妻市本城町2-22

0801100017

常総市

常総市地域包括支援センター

0297-23-2930

3038501 茨城県常総市水海道諏訪町3222-3

0801400011

高萩市長 小田木 真代

高萩市地域包括支援センター

0293-22-0080

3180031 茨城県高萩市春日町3-10

0801500018

北茨城市地域包括支援センター

指定介護予防支援事業所
支援センター

0293-43-1111

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1630

吉成 明

北茨城地域包括

茨城県水戸市見和1-371-8 プレミール見和
303

茨城県水戸市文京2-2-24 ユニバースハイ
ツＡ103

茨城県土浦市大和町9-2 ウララ2ビル総合
福祉会館4階

茨城県石岡市大砂10527-6 ふれあいの里
石岡「ひまわりの館」内

0801700014

取手市

取手市地域包括支援センター

0297-71-2727

3028585 茨城県取手市寺田5139

0801900010

社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

029-871-1295

3001292

茨城県牛久市中央3-15-1 市役所分庁舎1
階

0802000018

つくば市

つくば市地域包括支援センター

029-836-1111

3050822

茨城県つくば市苅間2530-2（研究学園D32街
区2画地）

0802100024

社会福祉法人 ひたちなか市社会福祉協議会

介護予防 金上

029-354-5221

3120022 茨城県ひたちなか市金上562-1

0802100032

社会福祉法人 北養会

介護予防 つだ

029-276-0655

3120032 茨城県ひたちなか市津田2093-1

0802200014

社会福祉法人 神樹会

鹿嶋市かしま西地域包括支援センター

0299-83-2311

3140031 茨城県鹿嶋市宮中5200

0802200022

社会福祉法人 すはま会

鹿嶋市かしま東地域包括支援センター

0299-82-9351

3140012 茨城県鹿嶋市平井1350-332

0802400010

守谷市地域包括支援センター

守谷市地域包括支援センター

0297-45-1111

3020116 茨城県守谷市大柏950番地の1

0802500017

社会福祉法人 清河会

常陸大宮市北部地域包括支援センター

0295-57-3326

3193106 茨城県常陸大宮市西野内1537-1

0802500025

医療法人 博仁会

常陸大宮市南部地域包括支援センター

0295-53-6810

3192261 茨城県常陸大宮市上町318-1

0802800011

社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

坂東市地域包括支援センター

0280-82-1284

3060502 茨城県坂東市山2721

0802800029

社会福祉法人 中川福祉会

坂東市南部地域包括支援センター ハートフル
0297-38-2161
広侖

3060626 茨城県坂東市小山258

0802900019

社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会 介護
予防支援事業所

029-892-5711

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲1992

0803000017

かすみがうら市地域包括支援センター

かすみがうら市地域包括支援センター

0299-59-2111

3000134

0803100015

城里町地域包括支援センター

城里町地域包括支援センター

029-288-3111

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1428-25

0803300011

東海村

東海村地域包括支援センター

029-287-2516

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川777

0803800010

社会福祉法人 阿見町社会福祉協議会

社会福祉法人 阿見町社会福祉協議会

029-887-8124

3000331

0803800028

美浦村地域包括支援センター

美浦村指定介護予防支援事業所

029-885-0340

3000492 茨城県稲敷郡美浦村受領1515

0803800036

河内町地域包括支援センター

河内町地域包括支援センター指定介護予防支
援事業所

0297-60-4071

3001312 茨城県稲敷郡河内町長竿3693-2

0804200012

八千代町

八千代町地域包括支援センター

0296-30-2400

3003592 茨城県結城郡八千代町菅谷1170

0804300028

社会福祉法人 さしま福祉会

境町地域包括支援センター ファミール境

0280-87-7111

3060405 茨城県猿島郡境町塚崎4864

0804400018

利根町長 遠山 務

利根町地域包括支援センター

0297-68-8941

3001632 茨城県北相馬郡利根町下曽根221番地1

0805200011

神栖市

神栖市地域包括支援センター

0299-91-1701

3140121

0805300019

行方市

行方市地域包括支援センター

0299-55-0114

3113512 茨城県行方市玉造甲478-1

0805400025

鉾田市

鉾田市地域包括支援センター

0291-34-0011

3111517 茨城県鉾田市鉾田1443

0805500014

社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会

つくばみらい市地域包括支援センター

0297-57-0123

3002312 茨城県つくばみらい市神生530

0805600012

小美玉市長 島田 穣一

小美玉市地域包括支援センター

0299-58-1282

3113436 茨城県小美玉市上玉里1122

0800200024

社会福祉法人 愛孝会

地域包括支援センター 福祉の森聖孝園

0294-39-1166

3191305 茨城県日立市十王町高原333-6

0803400019

大子町

大子町地域包括支援センター

0295-72-1175

3193526 茨城県久慈郡大子町大子1846

0805100013

桜川市

桜川市地域包括支援センター

0296-75-3111

3091292 茨城県桜川市岩瀬64-2

0802300020

社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

潮来市地域包括支援センター

0299-63-1296

3112421 茨城県潮来市辻765

0803100031

社会福祉法人 茨城町社会福祉協議会

茨城町地域包括支援センター

029-292-8577

3113131 茨城県東茨城郡茨城町小堤1037-1

0805600020

社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

小美玉市地域包括支援センター美野里

0299-36-7330

3190132 茨城県小美玉市部室1106

0800200032

社会福祉法人 秀和会

地域包括支援センター鮎川さくら館

0294-36-7300

3160035 茨城県日立市国分町3-12-10

0801200023

社会福祉法人 常陸太田社会福祉協議会

常陸太田市地域包括支援センター

0294-72-8881

3130041 茨城県常陸太田市稲木町33

0802100040

社会福祉法人 克仁会

介護予防 那珂湊

029-264-1501

3111207 茨城県ひたちなか市烏ケ台11835-2

0802600023

社会福祉法人 豊潤会

那珂市地域包括支援センターゆたか園

029-295-1287

3110111 茨城県那珂市後台2042-1

0802600031

医療法人社団 青燈会

那珂市地域包括支援センター 青燈会

029-295-5288

3110105 茨城県那珂市菅谷605-2

0802600049

社会福祉法人 ナザレ園

那珂市地域包括支援センター ナザレ園介護
予防支援事業所

029-296-3405

3192103 茨城県那珂市中里352-1

0800200040

社会福祉法人 正和会

地域包括支援センター 成華園

0294-33-7119

3191222 茨城県日立市久慈町4-19-21

0800800021

龍ケ崎市

龍ケ崎市地域包括支援センター

0297-62-8686

3018611 茨城県龍ケ崎市3710

茨城県かすみがうら市深谷3671-2霞ヶ浦保
健センター内

茨城県稲敷郡阿見町阿見4671-1 阿見町総
合保健福祉会館内

茨城県神栖市溝口1746-1 神栖市保健・福
祉会館

0804300036

社会福祉法人 五霞町社会福祉協議会

五霞町社協指定介護予防支援事業所

0280-84-0765

3060303 茨城県猿島郡五霞町江川3201

0801600040

笠間市

笠間市地域包括支援センター

0296-78-5871

3091792 茨城県笠間市中央3-2-1

0805200029

社会福祉法人恩寵財団済生会神栖済生会病院

地域包括支援センター済生会かみす

0299-95-9500

3140112 茨城県神栖市知手中央7-2-45

0802200030

社会福祉法人 慈徳会

鹿嶋市だいどう地域包括支援センター

0299-77-5681

3112206 茨城県鹿嶋市武井1956-3

0802200048

医療法人 鹿神会

鹿嶋市なかの地域包括支援センター

0299-95-9910

3112215 茨城県鹿嶋市和824-1

0803100056

社会福祉法人 大洗町社会福祉協議会

大洗町地域包括支援センター

029-266-3021

3111305 茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1

0870100294

社会福祉法人 聖蘭会

特別養護老人ホーム フォレストヴィラ水戸

029-253-6551

3114161 茨城県水戸市全隈町1256-7

0870100328

社会福祉法人 恒勝会

特別養護老人ホーム ライフピア青柳

029-224-5855

3100004 茨城県水戸市青柳町3796

0870100377

社会福祉法人 親愛会

指定介護老人福祉施設 ケアステーション梅寿
029-243-5322
園

3100913 茨城県水戸市見川町1820-17

0870100393

社会福祉法人 愛友園

特別養護老人ホーム 愛友園

029-221-6157

3100034 茨城県水戸市緑町3-9-35

0870100476

社会福祉法人 恒勝会

特別養護老人ホーム ライフピア河和田

029-257-6411

3114153 茨城県水戸市河和田町4126-201

0870101128

社会福祉法人 豊心の会

特別養護老人ホーム アクティブハートさかど

029-248-5511

3100841 茨城県水戸市酒門町4390

0870101656

社会福祉法人 尚生会

介護老人福祉施設グリーンハウスみと

029-240-5580

3111114 茨城県水戸市塩崎町3503

0870101821

社会福祉法人 高福会

特別養護老人ホーム 森の家ひらす

029-240-3155

3100914 茨城県水戸市小吹町702-1

0870101953

社会福祉法人 北養会

介護老人福祉施設 長生園

029-251-5345

3100903 茨城県水戸市堀町1185

0870102084

社会福祉法人 北友会

特別養護老人ホーム 渡里すずらん苑

029-257-9555

3100903 茨城県水戸市堀町95

0870102449

社会福祉法人 ユーアイ村

介護老人福祉施設 ユーアイの家

029-222-1822

3100827 茨城県水戸市吉沼町1839-1

0870102795

社会福祉法人 徳泉会

特別養護老人ホーム 東野の家

029-247-1551

3100846 茨城県水戸市東野町215-1

0870200102

日立市

特別養護老人ホーム 日立市萬春園

0294-37-3060

3160036 茨城県日立市鮎川町2-6-38

0870200110

社会福祉法人 日立高寿園

特別養護老人ホーム サン豊浦

0294-43-1133

3191411 茨城県日立市川尻町758-27

0870200128

社会福祉法人 松濤会

特別養護老人ホーム 銀砂台

0294-43-2233

3191418 茨城県日立市砂沢町1155-1

0870200219

社会福祉法人 山桜会

特別養護老人ホーム 小咲園

0294-35-9000

3160001 茨城県日立市諏訪町5-5-1

0870200524

社会福祉法人 正和会

特別養護老人ホーム 成華園

0294-54-2385

3191222 茨城県日立市久慈町4-19-21

0870200540

社会福祉法人 春陽会

特別養護老人ホーム ＭＡＯ

0294-28-0555

3191232 茨城県日立市下土木内町545-1

0870200870

社会福祉法人 秀和会

特別養護老人ホーム 鮎川さくら館

0294-36-7300

3160035 茨城県日立市国分町3-12-10

0870200995

社会福祉法人克信会

特別養護老人ホーム金沢弁天園

0294-28-7680

3160014 茨城県日立市東金沢町4-16-10

0870201142

社会福祉法人 山水苑

特別養護老人ホーム 山水苑

0294-59-0332

3110404 茨城県日立市下深荻町1770

0870300209

社会福祉法人 愛信会

特別養護老人ホーム 静霞園

0298-24-9581

3000064 茨城県土浦市東若松町3379

0870300217

社会福祉法人 欣水会

特別養護老人ホーム 滝の園

0298-26-1110

3000805 茨城県土浦市宍塚1935

0870300241

社会福祉法人 祥風会

特別養護老人ホーム 飛羽ノ園

0298-26-2941

3000823 茨城県土浦市小松3-18-18

0870300290

社会福祉法人 霞桜会

特別養護老人ホーム もりの家

0298-30-4755

3001176 茨城県土浦市北荒川沖町8-1

0870300779

社会福祉法人 寿生会

特別養護老人ホーム やすらぎの園

0298-35-3131

3000833 茨城県土浦市小岩田西2-1-49

0870301017

社会福祉法人 西北会

特別養護老人ホーム はなのえん

029-830-0511

3000002 茨城県土浦市粟野町1852-1

0870301207

社会福祉法人 晴山会

特別養護老人ホーム 土浦晴山苑

029-828-2322

3000024 茨城県土浦市田村町2321-5

0870301363

社会福祉法人道寿会

特別養護老人ホームなごみ

029-841-7532

3000837 茨城県土浦市右籾644-1

0870400041

社会福祉法人 愛光会

特別養護老人ホーム 愛光園

0280-48-6937

3060044 茨城県古河市新久田250-4

0870400207

社会福祉法人 寿貢会

特別養護老人ホーム わたらせ

0280-47-0161

3060052 茨城県古河市大山507-5

0870500055

社会福祉法人 滴翠会

特別養護老人ホーム 明翠苑

0299-23-9620

3150028 茨城県石岡市半ノ木11481-1

0870500147

社会福祉法人 聖隷会

特別養護老人ホーム センチュリー石岡

0299-27-0001

3150048 茨城県石岡市三村6286-1

0870500279

石岡市

石岡市特別養護老人ホーム のぞみ

0299-27-5501

3150009 茨城県石岡市大砂10527-6

0870500634

社会福祉法人 桑友会

特別養護老人ホームれもん

0299-43-6511

3150131 茨城県石岡市下林3346-1

0870600095

社会福祉法人 広仁会

特別養護老人ホーム 敬心苑

0296-25-6886

3080843 茨城県筑西市野殿1595-3

0870700051

社会福祉法人 筑西会

特別養護老人ホーム ヒューマン・ハウス

0296-32-0888

3070001 茨城県結城市結城10767-19

0870700077

社会福祉法人 芳香会

青嵐荘特別養護老人ホーム

0296-35-1785

3070038 茨城県結城市七五三場210-1

0870800067

社会福祉法人 清仁会

特別養護老人ホーム やすらぎの里

0297-64-3234

3010816 茨城県龍ケ崎市大徳町4965-1

0870800083

社会福祉法人 竜成園

特別養護老人ホーム 竜成園

0297-62-2735

3010806 茨城県龍ケ崎市半田町1388

0870800349

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 茨城県済
生会

特別養護老人ホーム 龍ケ岡

0297-61-1300

3010854 茨城県龍ケ崎市中里1-1-17

0871000048

社会福祉法人 砂沼会

特別養護老人ホーム 愛宕園

0296-44-5387

3040028 茨城県下妻市下木戸544-1

0871000055

社会福祉法人 仁済会

特別養護老人ホーム ラポールしもつま

0296-44-7300

3040002 茨城県下妻市江1827-1

0871100079

社会福祉法人 東雲会

特別養護老人ホーム よしの荘

0297-22-7716

3002502 茨城県常総市上蛇町1888-1

0871100087

社会福祉法人 日本キングス・ガーデン

特別養護老人ホーム 筑波キングス・ガーデン

0297-24-5139

3002521 茨城県常総市大生郷町1818-2

0871100236

社会福祉法人 筑水会

特別養護老人ホーム 筑水苑

0297-25-1616

3030033 茨城県常総市水海道高野町671-1

0871200036

社会福祉法人 西山苑

特別養護老人ホーム 西山苑

0294-72-3500

3130014 茨城県常陸太田市木崎二町937-2

0871200317

社会福祉法人翔馬会

特別養護老人ホーム えみの里

0294-70-7151

3110502 茨城県常陸太田市徳田町143

0871200457

社会福祉法人 月居会

特別養護老人ホーム 世矢の里

0294-70-2220

3130023 茨城県常陸太田市亀作町481-1

0871400065

社会福祉法人 愛正会

特別養護老人ホーム 松籟荘

0293-24-0207

3180003 茨城県高萩市下手綱1951-8

0871400339

社会福祉法人 愛孝会

特別養護老人ホーム 高萩聖孝園

0293-44-6222

3180004 茨城県高萩市上手綱2

0871500039

社会福祉法人 ときわの杜

特別養護老人ホーム ときわの杜

0293-46-0631

3191722 茨城県北茨城市関本町福田1875-1

0871500351

社会福祉法人 白寿会

特別養護老人ホーム エスコート磯原

0293-42-8910

3191534 茨城県北茨城市華川町車1145-65

0871600060

社会福祉法人 尚生会

特別養護老人ホーム かさまグリーンハウス

0296-72-8134

3091603 茨城県笠間市福田3199

0871600144

社会福祉法人 公重会

特別養護老人ホーム ヴィレッジかさま

0296-73-0015

3091626 茨城県笠間市下市毛1301

0871700076

社会福祉法人 取手市社会福祉事業団

特別養護老人ホーム 取手市 ふれあいの郷

0297-78-2525

3020038 茨城県取手市下高井1708

0871700100

社会福祉法人 香寿会

特別養護老人ホーム「さらの杜」

0297-70-2711

3020038 茨城県取手市下高井2148

0871700365

社会福祉法人 百音の会

特別養護老人ホーム 水彩館

0297-77-1317

3020001 茨城県取手市小文間5720-1

0871800066

社会福祉法人 中川福祉会

特別養護老人ホーム ハートフル広侖

0297-38-1111

3060626 茨城県坂東市小山258

0871800132

社会福祉法人 法師会

特別養護老人ホーム 長寿の里

0297-36-8080

3060634 茨城県坂東市中里1213

0871900080

社会福祉法人 博慈会

特別養護老人ホーム 博慈園

0298-74-4800

3001214 茨城県牛久市女化町253-2

0871900163

社会福祉法人 若竹会

特別養護老人ホーム 牛久さくら園

029-878-0711

3001232 茨城県牛久市上柏田1-18-4

0871900544

社会福祉法人 慈陽会

特別養護老人ホーム 元気館

029-830-8686

3001223 茨城県牛久市城中町148-1

0872000187

社会福祉法人 恵愛会

特別養護老人ホーム 筑波園

0298-67-1161

3004231 茨城県つくば市北条1180

0872000195

社会福祉法人 豊里園

特別養護老人ホーム 美健荘

0298-47-4194

3002645 茨城県つくば市上郷1438-3

0872000203

社会福祉法人 筑南会

特別養護老人ホーム 新つくばホーム

0298-56-4477

3050812 茨城県つくば市東平塚932-17

0872000211

社会福祉法人 勘翁慈温会

特別養護老人ホーム つくばの杜

0298-57-8666

3050022 茨城県つくば市吉瀬1017-1

0872000617

社会福祉法人 健誠会

特別養護老人ホーム シニアガーデン

0298-77-0203

3003295 茨城県つくば市大曽根3690

0872000708

社会福祉法人 愛信会

特別養護老人ホーム くきの里

029-840-1131

3001274 茨城県つくば市上岩崎1845-27

0872000856

社会福祉法人 二希会

特別養護老人ホーム アイリスコート

029-839-3131

3050854 茨城県つくば市上横場429-1

0872100151

社会福祉法人 北養会

特別養護老人ホーム 北勝園

029-272-1178

3120032 茨城県ひたちなか市津田2093-1

0872100177

社会福祉法人 克仁会

特別養護老人ホーム 恵苑

029-262-5566

3111207 茨城県ひたちなか市烏ケ台11835-2

0872100250

社会福祉法人 孝友会

特別養護老人ホーム サンフラワーひたちなか

029-285-9288

3120004 茨城県ひたちなか市長砂633-1

0872100771

社会福祉法人 桂雄会

特別養護老人ホーム はまぎくの里

029-273-4165

3120011 茨城県ひたちなか市中根952-1

0872101084

社会福祉法人森田記念会

特別養護老人ホームさわの森

029-354-3711

3120002 茨城県ひたちなか市高野2448

0872200092

社会福祉法人 慈徳会

特別養護老人ホーム 松寿園

0299-69-2339

3112206 茨城県鹿嶋市武井1956-3

0872200100

社会福祉法人 神樹会

特別養護老人ホーム サントピア鹿島

0299-83-2311

3140031 茨城県鹿嶋市宮中5200

0872200118

社会福祉法人 鹿嶋市社会福祉協議会

特別養護老人ホーム ウェルポート鹿嶋の郷

0299-90-3123

3140031 茨城県鹿嶋市宮中4603-1

0872200423

社会福祉法人 至福会

特別養護老人ホーム セ・シボンかしま

0299-84-1165

3140047 茨城県鹿嶋市須賀1350-1

0872300132

社会福祉法人 江戸川豊生会

特別養護老人ホーム福楽園

0299-64-6767

3112435 茨城県潮来市上戸1921-1

0872300140

社会福祉法人 一会会

特別養護老人ホームあやめ荘

0299-67-5511

3112404 茨城県潮来市水原1549-1

0872300272

社会福祉法人 光峰会

特別養護老人ホーム いたこの郷

0299-66-5533

3112402 茨城県潮来市大生804-556

0872400064

社会福祉法人 峰林会

特別養護老人ホーム峰林荘

0297-48-3587

3020117 茨城県守谷市野木崎1931

0872400320

社会福祉法人 英伸会

特別養護老人ホーム 七福神

0297-45-3580

3020125 茨城県守谷市高野1755-1

0872600085

社会福祉法人 青燈会

特別養護老人ホームひばりヶ丘

029-295-1701

3110105 茨城県那珂市菅谷528

0872600192

社会福祉法人 新世会

特別養護老人ホーム いくり苑那珂

029-352-0017

3110105 茨城県那珂市菅谷3799-6

0872700067

社会福祉法人征峯会

特別養護老人ホームしらとり

0296-28-1277

3080067 茨城県筑西市上平塚590-1

0872700299

社会福祉法人 幸恵会

特別養護老人ホーム 中舘園

0296-23-1880

3080005 茨城県筑西市中舘266-2

0873000061

社会福祉法人 霞会

特別養護老人ホーム ふるさと

0299-59-7778

3150051 茨城県かすみがうら市新治1811-6

0873000103

社会福祉法人 聖隷会

特別養護老人ホーム 霞ヶ浦の里

029-834-6000

3000132 茨城県かすみがうら市男神356-1

0873100267

社会福祉法人 雄志会

特別養護老人ホーム グリーンなかさい

029-288-7200

3114302 茨城県東茨城郡城里町那珂西1483-3

0873100275

社会福祉法人 明秀会

特別養護老人ホーム ときわ木園

029-293-6617

3113123 茨城県東茨城郡茨城町若宮393-6

0873100317

社会福祉法人 武仁会

特別養護老人ホーム 百里サンハウス

0299-54-0710

3113406 茨城県小美玉市下吉影2437-109

0873100333

社会福祉法人 清寿会

特別養護老人ホーム ひぬま苑

029-267-6617

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町3269-1

0873100382

社会福祉法人 青丘

特別養護老人ホーム 青丘園

0299-48-3266

3190101 茨城県小美玉市橋場美519-1

0873100390

社会福祉法人 北養会

特別養護老人ホーム もみじ館

029-259-9295

3190323 茨城県水戸市鯉淵町2222-1

0873100671

社会福祉法人 博友会

特別養護老人ホーム 御前山フロイデガルテン 0295-54-2555

3114502 茨城県常陸大宮市野口平146-1

0873100838

社会福祉法人 清常会

特別養護老人ホーム けやき園

029-219-1230

3113146 茨城県東茨城郡茨城町下座755

0873100952

社会福祉法人 梅行会

特別養護老人ホーム サンホーム竹原

0299-47-1526

3190113 茨城県小美玉市竹原405-6

0873101091

社会福祉法人 泰仁会

特別養護老人ホーム 桜の郷 元気

029-292-3900

3113117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-7

0873101307

社会福祉法人 浩喜会

特別養護老人ホーム うみべの家

029-264-7310

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町255-5

0873200083

社会福祉法人 聖桜会

特別養護老人ホーム すずらんの里

0299-45-0555

3190204 茨城県笠間市土師1283-5

0873200125

社会福祉法人 慈永会

特別養護老人ホーム 宍戸苑

0296-78-2221

3091721 茨城県笠間市橋爪462-1

0873200133

社会福祉法人 県西会

特別養護老人ホーム さつき荘

0296-75-3221

3091203 茨城県桜川市富岡203-1

0873300172

社会福祉法人 小瀬福祉会

特別養護老人ホーム おがわ

0295-56-2500

3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬4425

0873300180

社会福祉法人 淑徳会

特別養護老人ホーム 常陸東海園

029-282-9500

3191112 茨城県那珂郡東海村村松2804-4

0873300198

社会福祉法人 豊潤会

特別養護老人ホーム ゆたか園

029-298-6399

3110111 茨城県那珂市後台2042-1

0873300206

社会福祉法人 ナザレ園

特別養護老人ホーム ナザレ園

029-296-0177

3192103 茨城県那珂市中里342-3

0873300214

社会福祉法人 若葉会

特別養護老人ホーム みのり園

0295-53-7878

3192214 茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

0873300651

社会福祉法人 美光会

特別養護老人ホーム みわ

0295-58-2213

3192603 茨城県常陸大宮市鷲子2023-2

0873300842

社会福祉法人 永寿会

特別養護老人ホーム ドルフィン

0295-53-1191

3192144 茨城県常陸大宮市泉497-1

0873301014

社会福祉法人 聖隷会

特別養護老人ホーム すみれ

029-282-0271

3191115 茨城県那珂郡東海村船場703-7

0873400121

社会福祉法人 清和会

特別養護老人ホーム 久慈川荘

02957-2-2323

3193521 茨城県久慈郡大子町北田気551-1

0873400154

社会福祉法人 サンピア

特別養護老人ホーム 松栄荘

0294-76-3011

3130114 茨城県常陸太田市箕町911-1

0873400162

社会福祉法人 愛光会

特別養護老人ホーム 誠信園

0294-85-1970

3130214 茨城県常陸太田市和久町864-1

0873500060

社会福祉法人 愛孝会

特別養護老人ホーム 福祉の森 聖孝園

0294-39-1166

3191305 茨城県日立市十王町高原333-6

0873600084

社会福祉法人 樅山会

特別養護老人ホーム 樅の木荘

0291-37-2155

3111426 茨城県鉾田市樅山500-1

0873600142

社会福祉法人 東湖園

特別養護老人ホーム 東湖園

0291-33-6700

3111504 茨城県鉾田市安房1670-12

0873600456

社会福祉法人 うぇるさんて

特別養護老人ホーム うぇるさんて 大洋

0291-39-7701

3112113 茨城県鉾田市上幡木1512-4

0873700116

社会福祉法人 親和会

特別養護老人ホーム 朝霞荘

0299-72-1610

3113832 茨城県行方市麻生1088-1

0873700132

社会福祉法人 常山会

特別養護老人ホーム 玉寿荘

0299-55-3636

3113513 茨城県行方市手賀1854-1

0873700298

社会福祉法人 清栄会

特別養護老人ホーム きたうら

0291-35-3080

3111704 茨城県行方市山田3339-6

0873700538

社会福祉法人 寛仁会

特別養護老人ホーム あそうの郷

0299-73-0311

3113831 茨城県行方市青沼981-2

0873800213

社会福祉法人 長寿の森

特別養護老人ホーム 阿見翔裕園

0298-40-2881

3000331 茨城県稲敷郡阿見町阿見5137

0873800221

社会福祉法人 筑和会

特別養護老人ホーム 宝永館

0297-87-5188

3001426 茨城県稲敷市寺内600-1

0873800239

社会福祉法人 盡誠会

特別養護老人ホーム 水郷荘

0299-79-2319

3000605 茨城県稲敷市幸田1252

0873800510

社会福祉法人 月出里

特別養護老人ホーム すだちの里

0298-93-1515

3000522 茨城県稲敷市蒲ケ山77

0873800577

社会福祉法人 河内厚生会

特別養護老人ホーム あじさい苑

0297-84-0311

3001331 茨城県稲敷郡河内町生板8907

0873800593

社会福祉法人 清栄会

特別養護老人ホーム みほ

0298-91-5561

3000424 茨城県稲敷郡美浦村受領881

0873800924

社会福祉法人 健仁会

特別養護老人ホーム 千の風・河内

0297-60-4166

3001331 茨城県稲敷郡河内町生板4627

0873900161

社会福祉法人 聖隷会

特別養護老人ホーム 晴風園

0299-26-7000

3113433 茨城県小美玉市高崎2032-8

0873900179

社会福祉法人 泰仁会

特別養護老人ホーム やさと

0299-43-0811

3150165 茨城県石岡市小倉442-1

0873900187

社会福祉法人 廣山会

特別養護老人ホーム プルミエールひたち野

0299-59-5611

3150057 茨城県かすみがうら市上土田330-2

0873900427

社会福祉法人 あさひ会

グリーンヒル千代田

0299-59-3787

3150065 茨城県かすみがうら市上佐谷2008

0873900674

社会福祉法人やまびこ

特別養護老人ホーム談話館

0299-36-6611

3150112 茨城県石岡市部原784-1

0874000037

社会福祉法人 竹育会

特別養護老人ホーム ぬくもり荘

0297-52-1280

3002422 茨城県つくばみらい市古川1047

0874000110

社会福祉法人 青洲会

特別養護老人ホームいなの里

0297-57-1223

3002344 茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2

0874100167

社会福祉法人 明康会

特別養護老人ホーム 紫雲荘

0296-52-5711

3004517 茨城県筑西市海老ケ島1999

0874100191

社会福祉法人 筑圃苑

特別養護老人ホーム 筑圃苑

0296-37-2215

3080104 茨城県筑西市木戸354

0874100209

社会福祉法人 リベルテ

特別養護老人ホーム サンホーム真壁

0296-54-0203

3004426 茨城県桜川市真壁町下谷貝1449-1

0874100332

社会福祉法人 県西せいかん荘

特別養護老人ホーム 県西せいかん荘

0296-57-6531

3091102 茨城県筑西市蓬田241

0874100423

社会福祉法人

特別養護老人ホーム

0296-20-6511

3091244 茨城県桜川市大国玉4514-2

0874100548

社会福祉法人 恒徳会

特別養護老人ホーム 恒幸園

0296-57-7268

3091117 茨城県筑西市向川澄98-1

0874200090

社会福祉法人 慈愛会

特別養護老人ホーム 錦荘

0296-49-2966

3003551 茨城県結城郡八千代町栗山229-1

0874200132

社会福祉法人 石下福祉会

特別養護老人ホーム さくら館

0297-43-8611

3002748 茨城県常総市馬場2245

0874200363

社会福祉法人石下福祉会

特別養護老人ホーム千代川さくら館

0296-30-1511

3040823 茨城県下妻市五箇574

0874200371

社会福祉法人 紬会

特別養護老人ホーム 玉樹

0296-49-3886

3003572 茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1

0874300122

社会福祉法人 下総プリンスクラブ

特別養護老人ホーム 白英荘

0280-98-4318

3060231 茨城県古河市小堤1796-2

0874300205

社会福祉法人 三和みつなみ会

特別養護老人ホーム みどりの里

0280-78-1000

3060112 茨城県古河市東山田4796-2

0874300213

社会福祉法人 清風福祉会

特別養護老人ホーム 恵愛荘

0297-44-3320

3060515 茨城県坂東市沓掛337

0874300742

社会福祉法人 和風会

特別養護老人ホーム 秋明館

0280-77-3751

3060126 茨城県古河市諸川2530-4

0874300775

社会福祉法人 五霞愛隣会

特別養護老人ホーム きららの杜

0280-80-0888

3060313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7331-1

0874300817

社会福祉法人 愛和会

特別養護老人ホーム 愛和苑

0280-93-0234

3060221 茨城県古河市駒羽根320-1

0874400070

社会福祉法人 宗仁会

特別養護老人ホーム 北相寿園

0297-85-8304

3001546 茨城県取手市岡1476

0874400229

社会福祉法人 栄真会

特別養護老人ホーム やまなみ園

0297-61-7000

3001616 茨城県北相馬郡利根町立木909

0874400252

社会福祉法人 エンゼル会

特別養護老人ホーム 藤代なごみの郷

0297-82-7530

3001511 茨城県取手市椚木1342-2

0875200131

社会福祉法人 マリンピア

特別養護老人ホーム マリンピア神栖

0479-46-7770

3140341 茨城県神栖市矢田部12678-7

敬和会

ひだまりの家やまと

0870103058

社会福祉法人 愛の会

特別養護老人ホーム 桜川陽だまり館

029-257-7011

3114153 茨城県水戸市河和田町58

0873300222

社会福祉法人 清河会

特別養護老人ホーム サングリーンピア山方

02955-7-2100

3193106 茨城県常陸大宮市西野内1537-1

0873600159

社会福祉法人 白十字会

特別養護老人ホーム 白寿荘

0299-92-7443

3140134 茨城県神栖市賀2148

0873600167

社会福祉法人 清新会

特別養護老人ホーム しおさい苑

0479-48-1110

3140341 茨城県神栖市矢田部9416-1

0873900088

社会福祉法人 常新会

特別養護老人ホーム シルトピア

0298-62-1717

3004102 茨城県土浦市本郷1679-1

0873900096

社会福祉法人 聖朋会

特別養護老人ホーム サンシャインつくば

0298-97-0101

3000127 茨城県かすみがうら市上大堤210-27

0873900765

社会福祉法人 祥風会

特別養護老人ホーム 憩いの里

029-829-3030

3004117 茨城県土浦市高岡2315

0874300130

社会福祉法人 さしま福祉会

特別養護老人ホーム ファミール境

0280-87-7111

3060405 茨城県猿島郡境町塚崎4864

0870201316

社会福祉法人 ひたちの森会

特別養護老人ホーム ひたちの森すこやかビ
レッジ

0294-32-7788

3170052 茨城県日立市東滑川町5-10-3

0871000774

社会福祉法人 康明会

特別養護老人ホーム加養の里

0296-30-6191

3040048 茨城県下妻市加養493

0872001789

社会福祉法人 のぞみ会

特別養護老人ホーム 木の花さくや

029-828-7061

3002651 茨城県つくば市鬼ケ窪字大割1212-11

0873101455

社会福祉法人 つつみ会

特別養護老人ホーム みどりの杜

029-219-0310

3113157 茨城県東茨城郡茨城町小幡2765-4

0870103330

社会福祉法人 北養会

特別養護老人ホーム もくせい

029-303-7373

3100035 茨城県水戸市東原3-2-7

0870103553

社会福祉法人 木犀会

特別養護老人ホーム はぎの郷

029-291-7780

3100841 茨城県水戸市酒門町2946-3

0870201423

社会福祉法人 愛正会

特別養護老人ホーム 一想園

0294-43-0990

3191416 茨城県日立市田尻町2-8-10

0871100384

社会福祉法人研佑会

特別養護老人ホーム「里の音」

0297-44-5671

3030041 茨城県常総市豊岡町丙3080-1

0871100442

社会福祉法人 寿広福祉会

特別養護老人ホーム L・ハーモニー石下

0297-44-6616

3002702 茨城県常総市原宿1155

0872002050

社会福祉法人欣水会

特別養護老人ホーム大地と大空

029-879-8101

3001259 茨城県つくば市稲荷原1241-1

0872200605

社会福祉法人神和会

特別養護老人ホーム 大野の郷

0299-78-7881

3112215 茨城県鹿嶋市和825-5

0873801013

社会福祉法人青洲会

特別養護老人ホーム 阿見こなん

0297-57-1223

3000312 茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10

0875200313

社会福祉法人梅寿会

特別養護老人ホーム はまなす

0299-96-6630

3140114 茨城県神栖市日川字石塚4112

0875600215

社会福祉法人久遠会

特別養護老人ホーム ほのか

0299-36-8071

3190116 茨城県小美玉市中台145-4

0870400892

社会福祉法人愛和会

特別養護老人ホーム 希望の森

0280-98-6200

3060201 茨城県古河市上大野1889-1

0873301097

社会福祉法人 オークス・ウェルフェア

特別養護老人ホーム オークス東海

029-306-4165

3191115 茨城県那珂郡東海村船場５８８－７

0870104130

社会福祉法人 親愛会

ケアステーション 藤が原

029-222-9988

3114201 茨城県水戸市藤井町1117-1488

0875500175

社会福祉法人 ほほえみ会

特別養護老人ホーム 雅荘

0297-20-5525

3002406 茨城県つくばみらい市福岡1199

0872800289

社会福祉法人 緑平会

特別養護老人ホーム 延寿館

0297-35-3715

3060645 茨城県坂東市長須1188-2

0870104320

社会福祉法人公重会

特別養護老人ホームヴィレッジみと

029-243-6008

3100914 茨城県水戸市小吹町2053-26

0870500881

社会福祉法人 地域福祉会

特別養護老人ホームようよう

0299-56-4545

3150037 茨城県石岡市東石岡３丁目２番１９号

0872700661

社会福祉法人 凜徳会

特別養護老人ホーム あしま

0296-48-9405

3080825 茨城県筑西市下中山360-1

0871700878

社会福祉法人 心和会

特別養護老人ホーム めぐみの杜

0297-84-6155

3020026 茨城県取手市稲29-1

0871700910

社会福祉法人 朱白会

特別養護老人ホーム・ルロシェ

0297-85-4891

3001524 茨城県取手市神浦646

0872002407

社会福祉法人 筑竜会

特別養護老人ホーム はなみずき

029-896-3022

3050063 茨城県つくば市下原525-1

0875400129

社会福祉法人 武仁会

特別養護老人ホーム 鉾田サンハウス

0291-34-3050

3111534 茨城県鉾田市鳥栖字長沼2100-9

0871180006

社会福祉法人 木犀会

特別養護老人ホーム 千の杜

0297-44-7085

3030044 茨城県常総市菅生町1319-1

0873400428

社会福祉法人陽康会

特別養護老人ホーム あいおんの丘大子

0295-78-5023

3193542 茨城県久慈郡大子町初原294

0871200812

社会福祉法人誠慈会

特別養護老人ホーム ユーハイム常陸太田

0294-33-8855

3130007 茨城県常陸太田市新宿町1427-3

0870105038

社会福祉法人 豊心の会

特別養護老人ホーム アクティブハートさかど

029-248-5511

3100841 茨城県水戸市酒門町字西割4390

0870302346

社会福祉法人 常新会

特別養護老人ホーム シルトピア

029-862-1717

3004102 茨城県土浦市本郷1679-1

0870401148

社会福祉法人 三和みつなみ会

特別養護老人ホームみどりの里

0280-78-1000

3060112 茨城県古河市東山田4796-2

0870401163

社会福祉法人 愛光会

特別養護老人ホーム 愛光園

0280-48-6937

3060044 茨城県古河市新久田250-4

0870700549

社会福祉法人 筑西会

特別養護老人ホーム ヒューマン・ハウス

0296-34-7101

3070001 茨城県結城市結城10767-19

0870800927

社会福祉法人 清仁会

特別養護老人ホーム やすらぎの里

0297-64-3234

3010816 茨城県龍ケ崎市大徳町4965-1

0870800935

社会福祉法人 竜成園

特別養護老人ホーム 竜成園

0297-62-2735

3010806 茨城県龍ケ崎市半田町1388

0871000949

社会福祉法人 砂沼会

特別養護老人ホーム 愛宕園

0296-44-5387

3040028 茨城県下妻市下木戸544-1

0871180014

社会福祉法人 東雲会

特別養護老人ホーム よしの荘

0297-22-7716

3002502 茨城県常総市上蛇町1888-1

0871400479

社会福祉法人 愛正会

特別養護老人ホーム 松籟荘

0293-24-0207

3180003 茨城県高萩市下手綱1951-8

0871600680

社会福祉法人 聖桜会

特別養護老人ホーム すずらんの里

0299-45-0555

3190204 茨城県笠間市土師1283-5

0871701090

社会福祉法人 香寿会

特別養護老人ホーム

0297-70-2711

3020038 茨城県取手市下高井2148

0872090006

社会福祉法人 恵愛会

特別養護老人ホーム筑波園

029-867-1161

3004231 茨城県つくば市北条1180

0872090014

社会福祉法人 筑南会

特別養護老人ホーム 新つくばホーム新館

029-856-4477

3050812 茨城県つくば市東平塚932-17

0872101829

社会福祉法人 尚生会

特別養護老人ホーム グリーンハウスひたちな
か

029-354-8001

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3183-1

0875400145

社会福祉法人 東湖園

特別養護老人ホーム東湖園

0291-33-6700

3111504 茨城県鉾田市安房1670-12

0875500225

社会福祉法人 竹育会

特別養護老人ホーム ぬくもり荘

0297-52-1280

3002422 茨城県つくばみらい市古川1047

0875600306

社会福祉法人 聖隷会

特別養護老人ホーム 晴風園

0299-26-7000

3113433 茨城県小美玉市高崎2032－8

0875600314

社会福祉法人 武仁会

特別養護老人ホーム百里サンハウス

0299-54-0029

3113406 茨城県小美玉市下吉影2437-109

0871900981

社会福祉法人 博慈会

特別養護老人ホーム 博慈園

029-874-4800

3001214 茨城県牛久市女化町253-2

0870105152

社会福祉法人高福会

特別養護老人ホーム かさはら

029-243-3715

3100852 茨城県水戸市笠原町75-3

0871900999

社会福祉法人 えがお

特別養護老人ホーム ひかり

029-879-8010

3001215 茨城県牛久市遠山町478-1

0875500233

社会福祉法人 青洲会

特別養護老人ホーム いなの里

0297-57-1223

3002344 茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2

0870302387

社会福祉法人 青洲会

特別養護老人ホーム こほく

029-893-3119

3000021 茨城県土浦市菅谷町1168-1

0875100307

社会福祉法人

特別養護老人ホーム ひだまりの家やまと

0296-20-6511

3091244 茨城県桜川市大国玉4514-2

0850180019

社会福祉法人 北養会

介護老人保健施設くるみ館

029-255-4774

3114153 茨城県水戸市河和田町3335-1

0850180027

社会福祉法人 翠清福祉会

介護老人保健施設 ナーシングホームかたくり

029-255-5222

3114153 茨城県水戸市河和田町4516-1

0850180035

医療法人社団 協栄会

介護老人保健施設こすもぴあ

029-252-4777

3100904 茨城県水戸市石川町4-4027

0850180043

医療法人社団 相川会

介護老人保健施設 つねずみ

029-247-6250

3111125 茨城県水戸市大場町2-14

0850180050

医療法人 大橋会

介護老人保健施設 みがわ

029-305-6868

3100913 茨城県水戸市見川町2131-105

0850180068

医療法人社団 協栄会

介護老人保健施設 はぁもにか

029-254-5777

3100905 茨城県水戸市石川4-4039-26

0850280017

社会福祉法人 愛正会

介護老人保健施設 田尻ヶ丘ヘルシーケア

0294-43-6343

3191416 茨城県日立市田尻町2-8-11

0850280025

医療法人 光風会

介護老人保健施設 日立南ヘルシーセンター

0294-52-6825

3191221 茨城県日立市大みか町6-17-1

0850280033

医療法人 秀仁会

介護老人保健施設 さくら日立

0294-22-8811

3170077 茨城県日立市城南町1-1-11

0850280041

日立健康保険組合

日立健康保険組合 シニア健康センターしおさ
い

0294-34-6611

3160035 茨城県日立市国分町3-6-1

0850280059

医療法人 永慈会

介護老人保健施設 ひたちの森ハピネス

0294-20-6699

3191301 茨城県日立市十王町伊師725-1

0850380015

医療法人社団 青洲会

介護老人保健施設 さくら

0298-33-1020

3000013 茨城県土浦市神立町前原444-2

0850380023

医療法人 霞水会

介護老人保健施設シルバーケア土浦

0298-26-7021

3000026 茨城県土浦市木田余一丁田台4606

0850380031

医療法人 慈厚会

介護老人保健施設 ひかり

029-843-3321

3000837 茨城県土浦市右籾1113-1

0850380049

医療法人 恭和会

介護老人保健施設 常総の郷

029-843-5580

3000873 茨城県土浦市荒川沖6-110

0850480013

医療法人 慈政会

介護老人保健施設 平成園

0280-31-5998

3060012 茨城県古河市旭町1-17-39

0850480021

医療法人 慈政会

介護老人保健施設 まくらがの郷

0280-33-1234

3060013 茨城県古河市東本町4-2-2

0850580010

一般社団法人 石岡市医師会

介護老人保健施設 ゆうゆう

0299-24-1611

3150001 茨城県石岡市石岡10528-14

0850580028

医療法人幕内会

介護老人保健施設 あいあい

0299-28-3020

3150037 茨城県石岡市東石岡4-1-38

敬和会

「さらの杜」

0850680018

医療法人 宮田医院

老人保健施設 「ごぎょうの里」

0296-25-5710

3080806 茨城県筑西市小林467-1

0850780024

医療法人 アスムス

介護老人保健施設生きいき倶楽部

0296-20-8666

3070001 茨城県結城市結城9143-1

0850780032

医療法人社団 同樹会

介護老人保健施設 健田

0296-33-0880

3070001 茨城県結城市結城12744

0850880014

医療法人社団 八峰会

介護老人保健施設涼風苑

0297-63-0008

3010856 茨城県龍ケ崎市貝原塚町3689

0850880022

医療法人 竜仁会

介護老人保健施設 けやきの郷

0297-61-5133

3010041 茨城県龍ケ崎市若柴町1741-1

0851080010

医療法人 光潤会

介護老人保健施設 ルーエしもつま

0296-44-8000

3040002 茨城県下妻市江1832

0851180018

医療法人社団 竹恵会

介護老人保健施設けんちの苑水海道

0297-24-5311

3030041 茨城県常総市豊岡町丙3264

0851280016

医療法人 慈仁会

介護老人保健施設くじらヶ丘

0294-70-2611

3130026 茨城県常陸太田市田渡町855-1

0851480012

医療法人 博順会

介護老人保健施設 博純苑

0293-23-2900

3180024 茨城県高萩市秋山625

0851480020

医療法人 それいゆ会

介護老人保健施設 ノア

0293-24-2100

3180013 茨城県高萩市高浜町3-154-1

0851580019

医療法人 秀仁会

介護老人保健施設 おはよう館

0293-44-0088

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1919-4

0851580027

医療法人芳医会

介護老人保健施設ひだまり倶楽部

0293-42-1221

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305

0851680017

医療法人社団 栄進会

老人保健施設 笠間シルバーケアセンターパ
ル

0296-70-1185

3091625 茨城県笠間市来栖255-1

0851680025

医療法人社団 誠芳会

介護老人保健施設 すみれ

0296-70-0035

3091613 茨城県笠間市石井2045

0851780015

公益財団法人取手市健康福祉医療事業団

取手市介護老人保健施設緑寿荘

0297-78-9100

3020032 茨城県取手市野々井1926

0851780023

社会福祉法人 輝寿会

介護老人保健施設はあとぴあ

0297-74-3335

3020011 茨城県取手市井野253

0851980011

社会医療法人 若竹会

介護老人保健施設セントラルゆうあい

029-872-8833

3001211 茨城県牛久市柏田町1590-3

0851980029

医療法人社団 常仁会

介護老人保健施設 春秋園

029-870-3100

3001231 茨城県牛久市猪子町891-2

0852080019

医療法人 恵仁会

老人保健施設 アレーテル・つくば

0298-67-1182

3004231 茨城県つくば市北条1174

0852080027

一般財団法人 筑波麓仁会

介護老人保健施設 そよかぜ

0298-36-0517

3050854 茨城県つくば市上横場2573-1

0852080035

医療法人 健佑会

介護老人保健施設つくばリハビリテーションセ
ンター

029-864-8300

3003253 茨城県つくば市大曽根3681

0852080043

医療法人社団 桜水会

医療法人社団 桜水会 介護老人保健施設
豊浦

0298-50-7111

3004212 茨城県つくば市神郡2013-1

0852080050

医療法人社団 筑波記念会

介護老人保健施設 つくばケアセンター

0298-77-1313

3002622 茨城県つくば市要76

0852080068

医療法人重陽会

介護老人保健施設なでしこ

029-864-6565

3004245 茨城県つくば市水守2228-2

0852080076

医療法人社団 みなみつくば会

介護老人保健施設 プレミエール元気館

029-838-1919

3050861 茨城県つくば市谷田部6107-1

0852180017

医療法人社団 克仁会

介護老人保健施設 サンライズ湊

029-265-8711

3111201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1406-1

0852180025

医療法人社団 浦川会

介護老人保健施設 勝田

029-276-3111

3120011 茨城県ひたちなか市中根5125-2

0852180033

医療法人社団 克仁会

介護老人保健施設 みなと苑

029-263-0655

3111226 茨城県ひたちなか市幸町16-1

0852180041

医療法人 蔦会

介護老人保健施設 いちご苑

029-271-1750

3120018 茨城県ひたちなか市笹野町1-3-20

0852180058

医療法人森田記念会

介護老人保健施設プロスペクトガーデンひたち
なか

029-354-3210

3120002 茨城県ひたちなか市高野2455-1

0852180066

医療法人社団 秀峰会

介護老人保健施設 ラプラス津田

029-222-4186

3120032 茨城県ひたちなか市津田3728

0852280015

医療法人社団 善仁会

介護老人保健施設鹿野苑

0299-83-7311

3140006 茨城県鹿嶋市宮津台188-17

0852380013

医療法人 晴生会

介護老人保健施設 あおぞら

0299-66-4811

3112415 茨城県潮来市延方5405-1

0852480011

医療法人 慶友会

介護老人保健施設 ダ・ジャーレ もりや

0297-20-6616

3020118 茨城県守谷市立沢980-1

0852880012

医療法人 楽生会

介護老人保健施設 きねぶち

0297-47-3333

3060642 茨城県坂東市長谷989-5

0853080018

医療法人 聖和会

介護老人保健施設 ホワイトハウス千代田

0299-23-1133

3150072 茨城県かすみがうら市東野寺495-2

0853180024

医療法人 明保会

老人保健施設エバーグリーン

029-293-9460

3113123 茨城県東茨城郡茨城町若宮向ヒ393-1

0853180032

医療法人社団 正信会

介護老人保健施設 みのり苑

0299-48-3556

3190101 茨城県小美玉市橋場美21

0853180040

医療法人 省和会

介護老人保健施設 つまさと

029-259-7677

3190304 茨城県水戸市有賀町2228

0853180057

医療法人 清真会

老人保健施設 レイクヒルひぬま

029-240-8120

3113125 茨城県東茨城郡茨城町下石崎2324

0853180065

医療法人 緑生会

介護老人保健施設 桜の郷 祐寿苑

029-219-0321

3113100 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-6

1

0853180073

医療法人 渡辺会

介護老人保健施設 おおあらい

029-267-1331

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町前原1212-11

0853180081

医療法人 恒仁会

介護老人保健施設 カーサ・ビアン しろさと

029-240-9595

3114514 茨城県東茨城郡城里町阿波山602

0853280014

社会福祉法人 県西会

介護老人保健施設さざんか荘

0296-76-2021

3091343 茨城県桜川市亀岡992

0853280022

医療法人社団 聖嶺会

老人保健施設 シルバービイレッジ

0296-78-2211

3091725 茨城県笠間市南小泉977-1

0853280030

医療法人 浩成会

介護老人保健施設あたごナーシングビラ

0299-37-6511

3190204 茨城県笠間市土師1080-1

0853380020

医療法人 博仁会

老人保健施設 大宮フロイデハイム

0295-53-1000

3192261 茨城県常陸大宮市上町318-1

0853380038

医療法人社団 青燈会

介護老人保健施設ライブリーライフ那珂

029-295-6835

3110105 茨城県那珂市菅谷605-2

0853380046

医療法人 慈心会

介護老人保健施設 フェニックス那珂

029-298-8787

3110134 茨城県那珂市飯田1733-1

0853380053

医療法人社団 村松会

老人保健施設 サンフラワー東海

029-283-3771

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川689-4

0853480010

医療法人 久仁会

温泉リハビリセンター 虹の丘

02957-2-6331

3193552 茨城県久慈郡大子町矢田93-1

0853480028

医療法人 聖友会

介護老人保健施設やすらぎ

02957-2-6622

3193526 茨城県久慈郡大子町大子888

0853680015

社会福祉法人 白十字会

介護老人保健施設ばんなん白光園

0299-93-1162

3140134 茨城県神栖市賀2148

0853680031

医療法人 東湖会

介護老人保健施設 フロンティア鉾田春の場所 0291-32-5408

3111511 茨城県鉾田市柏熊985-1

0853680049

医療法人社団 土合会

介護老人保健施設シオン

0479-48-1888

3140343 茨城県神栖市土合本町2-9809-126

0853680056

社会福祉法人 樅山会

介護老人保健施設コミュニティケアセンター樅
山

0291-37-3850

3111426 茨城県鉾田市樅山497

0853780021

医療法人社団 光会

介護老人保健施設リヒトハウス北浦

0291-35-0471

3111712 茨城県行方市繁昌1712-1

0853780039

医療法人 青藍会

介護老人保健施設 かすみがうら

0299-55-0122

3113502 茨城県行方市若海793-5

0853880011

医療法人 盈科会

老人保健施設 ケアセンター阿見

029-889-1180

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗2957-4

0853880029

医療法人 美湖会

介護老人保健施設ゴーエン美浦

0298-85-5522

3000412 茨城県稲敷郡美浦村宮地678

0853880037

医療法人耕平会

介護老人保健施設スーペリア３６０

029-830-5300

3001152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2033-508

0853980019

医療法人 江隆会

介護老人保健施設 サングリーンやさと

0299-43-3120

3150165 茨城県石岡市小倉443-1

0853980027

医療法人 新生会

介護老人保健施設八郷プロバンス

0299-44-3213

3150111 茨城県石岡市瓦谷766-28

0853980035

医療法人石岡脳神経外科病院

介護老人保健施設サン・テレーズ

0299-37-1115

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ1752-1

0854180015

医療法人 恒貴会

医療法人 恒貴会 協和ヘルシーセンター

0296-57-6030

3091107 茨城県筑西市門井1669-2

0854180023

医療法人 杏仁会

介護老人保健施設 梨花苑

0296-37-4810

3080104 茨城県筑西市木戸348

0854180031

医療法人 昭徳会

介護老人保健施設マカベシルバートピア

0296-54-2800

3004415 茨城県桜川市真壁町東山田字台1945

0854180049

医療法人 同愛会

介護老人保健施設さくらがわ

0296-20-6071

3091233 茨城県桜川市東飯田659

0854280013

医療法人社団 白峰会

老人保健施設 しろかね

0298-30-1811

3040811 茨城県下妻市下栗1217

0854380011

社会福祉法人 芳香会

介護老人保健施設 青嵐荘ケア・アシスタンス

0280-98-2711

3060201 茨城県古河市上大野703-1

0854380029

医療法人 清風会

医療法人 清風会 寿桂苑

0297-44-2345

3060515 茨城県坂東市沓掛4527-1

0854380037

医療法人 仁寿会

老人保健施設 境町メディカルピクニック

0280-81-1055

3060405 茨城県猿島郡境町塚崎2555-1

0854480019

医療法人社団 宗仁会

老人保健施設 サンライフ宗仁会

0297-85-8743

3001546 茨城県取手市岡1471

0852580026

医療法人 芳栄会

介護老人保健施設プラタナスの丘

0295-54-1150

3192145 茨城県常陸大宮市宇留野3109

0850180084

医療法人 鳳香会

介護老人保健施設 大串の里

029-269-6477

3111115 茨城県水戸市大串町584-1

0852780014

医療法人社団 広文会

介護老人保健施設 いなしきの郷

0299-79-3811

3000749 茨城県稲敷市佐原組新田1378-1

0850480047

医療法人社団 友志会

介護老人保健施設けやきの舎

0280-77-3333

3060125 茨城県古河市仁連601

0851280024

医療法人貞心会

介護老人保健施設 はすみ敬愛

0294-73-1311

3130013 茨城県常陸太田市山下町972

0852080084

医療法人社団 双愛会

介護老人保健施設 ひまわり

029-871-5749

3001245 茨城県つくば市高崎１００８

0852780022

医療法人 美湖会

介護老人保健施設 プエブロ稲敷

0297-87-7511

3001417 茨城県稲敷市狸穴１１

0854480035

社会福祉法人河内厚生会

介護老人保健施設もえぎ野

0297-84-6081

3001606 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台1丁目1-8

0850180076

社会福祉法人 北養会

介護老人保健施設 はなみずき

029-303-3501

3100035 茨城県水戸市東原3-2-8

1

1

0850180092

医療法人社団青潤会

介護老人保健施設 しもいち

029-231-2341

3100817 茨城県水戸市柳町2-10-11

0850280066

医療法人圭友会

介護老人保健施設 藍

0294-33-2122

3160013 茨城県日立市千石町2-13-3

0850380056

医療法人 慈厚会

介護老人保健施設 えがお

029-869-9020

3000850 茨城県土浦市中村東2丁目-21-1

0850780040

社会福祉法人 筑西会

介護老人保健施設 すばる

0296-21-2088

3070001 茨城県結城市結城10780

0855280012

医療法人 晴生会

介護老人保健施設 葵の園・神栖

0299-90-1177

3140143 茨城県神栖市神栖4丁目8番30号

0851180026

医療法人 晴生会

介護老人保健施設 葵の園・常総

0297-27-3311

3030044 茨城県常総市菅生町1308-1

0855680013

医療法人 健甦会

介護老人保健施設 小美玉敬愛の杜

0299-56-5181

3190116 茨城県小美玉市中台148番地

0851980037

社会医療法人 若竹会

介護老人保健施設 セントラルふれあい

029-872-8851

3001211 茨城県牛久市柏田町1604番6

0854380045

医療法人 駿仁会

介護老人保健施設 夢彩の舎

0280-33-7300

3060417 茨城県猿島郡境町若林2269番地1

0852280023

社会福祉法人 慈徳会

松寿園リハビリケアセンター

0299-78-7080

3112206 茨城県鹿嶋市武井1961-1

0853180099

社会福祉法人 愛の会

介護老人保健施設 桜の郷敬愛の杜

029-353-6581

3113117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷1000-2

0853880045

医療法人 晴生会

介護老人保健施設 葵の園・美浦

029-885-1121

3000426 茨城県稲敷郡美浦村土屋1979

0852680016

医療法人 慈心会

介護老人保健施設 第２フェニックス那珂

029-295-1984

3110134 茨城県那珂市飯田1733-1

0851780031

医療法人社団 宗仁会

介護療養型老人保健施設 ネオテラス宗仁会

0297-85-8851

3001546 茨城県取手市岡1493

0850180100

医療法人財団古宿会

介護老人保健施設 ひまわり水戸

029-240-1007

3111134 茨城県水戸市百合が丘町814-477

0855480018

医療法人 昂仁会

介護老人保健施設 ゆず

0291-33-3159

3111517 茨城県鉾田市鉾田1347-1

0810111278

医療法人 弘仁会

志村病院

029-221-2181

3100026 茨城県水戸市泉町1-7-38

0810113035

医療法人 秀栄会

山田病院

029-221-2515

3100011 茨城県水戸市三の丸1-3-29

0810210278

医療法人社団 惇慈会

日立港病院

0294-52-3576

3191222 茨城県日立市久慈町3-4-22

0810210377

医療法人 愛正会

田尻ヶ丘病院

0294-43-2323

3191416 茨城県日立市田尻町3-24-1

0810410688

医療法人 浩悦会

医療法人 浩悦会 はまだクリニック

0280-48-7575

3060056 茨城県古河市坂間185-11

0810510057

一般社団法人 石岡市医師会

石岡市医師会病院

0299-22-4321

3150001 茨城県石岡市石岡10528-1

0810510750

医療法人 新生会

豊後荘病院

0299-44-3211

3150112 茨城県石岡市部原760-1

0810510784

医療法人 八郷病院

医療法人 八郷病院

0299-46-1115

3150122 茨城県石岡市東成井2719

0810610048

医療法人 威恵会

三岳荘小松崎病院

0296-24-2331

3080005 茨城県筑西市中舘69-1

0810611012

医療法人 杏仁会

大圃病院

0296-37-3101

3080104 茨城県筑西市木戸352

0810810564

医療法人 竜仁会

牛尾病院

0297-66-6111

3010007 茨城県龍ケ崎市馴柴町1-15-1

0811010289

医療法人光潤会 平間病院

医療法人光潤会 平間病院

0296-43-5100

3040002 茨城県下妻市江2051

0811110535

医療法人 研西会

水海道西部病院

0297-24-1211

3030041 茨城県常総市豊岡町丙685

0811210061

医療法人 一路会 太田病院

医療法人一路会 太田病院

0294-72-1258

3130061 茨城県常陸太田市中城町173

0811510163

医療法人 芳医会

医療法人 芳医会 瀧病院

0293-42-1221

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305

0811610286

-

神里医院

0296-72-0177

3091611 茨城県笠間市笠間1256

0811710359

医療法人 西秀会

西間木病院

0297-78-1101

3020034 茨城県取手市戸頭1-8-21

0812111110

医療法人社団 恵明会

四方医院

029-272-2061

3120048 茨城県ひたちなか市春日町12-2

0812111219

医療法人社団 尚仁会

おいかわクリニック

029-272-3408

3120034 茨城県ひたちなか市堀口616-5

0812510063

医療法人 博仁会

志村大宮病院

0295-53-1111

3192215 茨城県常陸大宮市上町313

0812510162

医療法人 高村外科医院

高村外科医院

0295-57-2031

3193111 茨城県常陸大宮市山方1117-1

0812610053

医療法人 貞心会

西山堂慶和病院

029-295-5121

3110133 茨城県那珂市鴻巣3247-1

0812610129

医療法人社団 青燈会 小豆畑病院

小豆畑病院

029-295-2611

3110105 茨城県那珂市菅谷605

0812610285

医療法人 香風会

岩上記念病院

029-296-2066

3192105 茨城県那珂市古徳538-2

0813110012

医療法人 渡辺会

大洗海岸病院

029-267-2191

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町915

0813110731

医療法人 誠潤会

城北病院分院

029-288-7221

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚1223-1

0813310612

医療法人社団村松会

尾形クリニック

029-282-4781

3191112 茨城県那珂郡東海村村松375

0817110018

医療法人 鴻仁会

上の原病院

0296-75-3128

3091226 茨城県桜川市上野原地新田１５９－２

0870102522

有限会社 敬愛

デイホーム お母さんの家

029-305-6625

3100914 茨城県水戸市小吹町2297-19

○

0870102597

株式会社 四方建築設計事務所

デイホーム ぐるんぱの舎

029-244-5011

3100851 茨城県水戸市千波町2365-7

○

0870102605

医療法人社団 有朋会

デイサービス クリクリ住吉

029-248-1001

3100844 茨城県水戸市住吉町20-6

○

0870200318

日立市

日立市 かねはたデイサービスセンター

0294-25-6158

3160022 茨城県日立市大沼町3-25-10

○

0870400165

社会福祉法人 寿貢会

わたらせ デイサービスセンター

0280-47-0161

3060052 茨城県古河市大山507-5

○

0870400280

株式会社 アイアール

グループホーム ローズマリー

0280-31-5655

3060016 茨城県古河市古河514-1

○

0870600467

濱野精麦株式会社

デイホーム ひなたぼっこ

0296-22-2213

3080827 茨城県筑西市市野辺前田132-6

○

0871600185

有限会社 かさま夢くらぶ

ケアホーム夢くらぶ

0296-72-1686

3091625 茨城県笠間市来栖2846-5

○

0872105010

医療法人社団 有朋会

デイサービス クリクリ市毛

029-275-0262

3120033 茨城県ひたちなか市市毛1186-2

○

0872300025

社会福祉法人 江戸川豊生会

福楽園 コスモス

0299-80-3030

3112435 茨城県潮来市上戸1921-1

○

0872600069

医療法人社団 有朋会

デイサービス クリクリ 瓜連

029-270-9550

3192103 茨城県那珂市中里1365-7

○

0872901012

社会福祉法人 河内厚生会

ひだまり江戸崎

029-874-8488

3000511 茨城県稲敷市高田2817-2

○

0873600472

社会福祉法人 東湖園

高齢者グループホーム百歳万歳

0291-32-6273

3111504 茨城県鉾田市安房1665-2

○

0873600589

有限会社 イケナガ

グループホーム はさき寿長生の家

0479-44-0204

3140408 茨城県神栖市波崎5560-1

-

0873600613

社会福祉法人 樅山会

認知症高齢者グループホーム 和みの家

0291-37-3338

3111426 茨城県鉾田市樅山579-1

○

0873600639

株式会社 マルシン

グループホーム ポコ・ア・ポコ大洋

0291-39-6003

3112118 茨城県鉾田市阿玉920

○

0874400310

株式会社 ファインケア

グループホーム ひなたぼっこ

0297-61-8170

3001631 茨城県北相馬郡利根町早尾610-1

○

0891500019

社会福祉法人 あかね会

スマイル あかね

0293-46-6613

3191723 茨城県北茨城市関本町関本中262-3

○

0874000201

社会福祉法人 青洲会

デイサービスセンターどんぐり村集会所

0297-47-2011

3002302 茨城県つくばみらい市狸穴1072-46

○

0892000043

有限会社 ライフファクトリー

デイサービス美桜

029-855-9595

3050053 茨城県つくば市小野川10-12

○

0891200057

有限会社 梨花園

グループホーム梨花園共用型指定認知症対応
0294-74-4578
型通所介護

3130034 茨城県常陸太田市上土木内町382

○

0890300015

有限会社 ケア・コンフィデンス

デイホームしょうわ家族

029-841-5666

3000877 茨城県土浦市荒川本郷218-173

○

0890300023

有限会社ケア・コンフィデンス

デイサービスしょうわ家族

029-842-7466

3000877 茨城県土浦市荒川本郷218-115

○

0891600033

社会福祉法人 尚生会

指定認知症対応型通所介護センター かさま
グリーンハウス

0296-72-8134

3091603 茨城県笠間市福田3199

○

0892700030

株式会社 ケアネット

高齢者ホーム陣屋 認知症対応型デイサービ
スセンター

0296-57-1717

3091124 茨城県筑西市知行106

○

0895600039

社会福祉法人 聖隷会

デイサービス 晴風園の里

0299-27-0111

3113433 茨城県小美玉市高崎911-1

○

0890100092

医療法人社団 有朋会

デイサービス クリクリ青柳

029-231-7066

3100004 茨城県水戸市青柳町３９２３－５

○

0890100100

株式会社 ケアネット

認知症対応型デイサービスセンター コンフォ
ルト緑岡

029-305-5202

3100852 茨城県水戸市笠原町１３６１－２

○

0891900086

社会医療法人若竹会

共用型認知症対応型通所介護 たいせつの家

029-830-8633

3001232 茨城県牛久市上柏田1-17-20

○

0895200038

株式会社 カシマクオリティーライフ

デイサービスセンターみのり須田

0479-46-6979

3140253 茨城県神栖市須田4305-1

○

0893400044

社会福祉法人 清河会

サングリーンピア大子ケアセンター デイサー
ビスセンター

0295-79-3877

3193361 茨城県久慈郡大子町頃藤4144

○

0892100058

医療法人 博仁会

ひたちなか認知症対応型デイサービスセンター 029-275-5050

3120003 茨城県ひたちなか市足崎1474-7

○

0891100042

株式会社 ケアホームなかお

共用型 デイサービス 香

0297-23-3011

3002505 茨城県常総市中妻町1023-2

○

0892500117

社会福祉法人 清河会

特別養護老人ホーム サングリーンピア大宮

0295-55-8855

3192222 茨城県常陸大宮市若林1723-15

○

0892600040

社会福祉法人 青燈会

デイサービス 憩の杜

029-295-2251

3110105 茨城県那珂市菅谷533

○

0890300064

医療法人社団 青洲会

デイサービス寄居

029-833-2070

3000013 茨城県土浦市神立町443-5

○

0890200124

社会福祉法人 春陽会

デイサービスＭＡＯみなと

0294-33-5859

3191223 茨城県日立市みなと町10-10

○

0891600082

社会福祉法人 尚生会

共用型認知症対応型通所介護センターかさま

0296-72-8138

3091603 茨城県笠間市福田3199

○

0892100074

社会福祉法人 尚生会

認知症対応型通所介護センター グリーンハウ
029-354-8001
スひたちなか

3120052 茨城県ひたちなか市東石川3183-1

○

0890200173

医療法人社団いばらき会

ハッピーケアおおみか

0294-27-1221

3191221 茨城県日立市大みか町4-7-9-2階

○

0890200017

医療法人 佐々木胃腸科外科

小規模多機能型居宅介護施設 豊友館

0294-43-0333

3191412 茨城県日立市折笠町560-2

○

0890200025

医療法人 永慈会

ひたちの森大吉

0294-44-8800

3160032 茨城県日立市西成沢町2-22-40

○

0890200033

医療法人社団 いばらき会

ひたちの里 風神の湯

0294-27-1231

3191225 茨城県日立市石名坂町2-4-1

○

0890400013

有限会社 ケアサービスコスモス倶楽部

小規模多機能型ケア施設 蒼天の郷

0280-75-0176

3060125 茨城県古河市仁連1987-1

○

0890400021

医療法人 茨城愛心会

小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規
模多機能型居宅介護 ポプリ

0280-47-1010

3060041 茨城県古河市鴻巣1555 古河病院内3階

○

0890500010

社会福祉法人 泰仁会

小規模多機能型居宅介護事業所 国府あおい

0299-43-0811

3150014 茨城県石岡市国府1-5-6

○

0890500028

医療法人 幕内会

小規模多機能型居宅介護事業所 たなごころ

0299-27-0811

3150037 茨城県石岡市東石岡5-1-31

○

0890500036

アイリレー 株式会社

あいリレー・ケアホーム石岡

0299-26-7003

3150033 茨城県石岡市東光台2-8-3

○

0890500044

有限会社 塚田埋設工事

小規模多機能型居宅介護事業所 やさとの森

0299-44-0140

3150156 茨城県石岡市吉生3607-2

○

0890500051

医療法人 江隆会

小規模多機能型居宅介護事業所 柿岡あかね 0299-36-4031

3150116 茨城県石岡市柿岡1937-7

○

0890700016

株式会社 フレンド

ふれんど小規模多機能施設 結城

0296-20-8232

3070001 茨城県結城市結城11766-3

○

0891200032

社会福祉法人 翔馬会

小規模多機能型居宅介護事業所 すぎの木

0294-70-7021

3110502 茨城県常陸太田市徳田町306

○

0891400012

医療法人 永慈会

ひたちの森ハッピーデイ高萩

0293-20-5530

3180012 茨城県高萩市有明町2-98

○

0891900011

社会福祉法人 若竹会

牛久コスモス園

029-830-8861

3001286 茨城県牛久市小坂町3388-1

○

0892500034

医療法人 博仁会

フロイデ総合サポートセンター山方

0295-53-2170

3193111 茨城県常陸大宮市山方1361

○

0891200024

医療法人 永慈会

ひたちの森ハッピーデイ太田

0294-80-2230

3130042 茨城県常陸太田市磯部町90-1

○

0891400020

株式会社 向日葵

小規模多機能ホーム 「つどい」

0293-20-7610

3180034 茨城県高萩市高萩308

○

0891500043

有限会社 ハートビル

レスパイトあとむ中郷

0293-43-2666

3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2289-5

○

0891500068

有限会社 ライフサポート平賀

颯爽と

0293-42-5917

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原1630-266

○

0892000035

株式会社 長寿館

小規模多機能型居宅介護 豊里長寿館

029-848-0577

3002642 茨城県つくば市高野1197-64

○

0892100017

株式会社 介護サポート

介護サポートホーム ほのぼの元町

029-354-5006

3120044 茨城県ひたちなか市元町1-5

○

0890100050

医療法人 博仁会

フロイデ総合在宅サポートセンター水戸けやき
台

029-304-1515

3100841 茨城県水戸市酒門町千束3283-1

○

0890200041

社会福祉法人 松濤会

特別養護老人ホーム銀砂台「助川サテライト」

0294-59-3300

3170071 茨城県日立市鹿島町2-5-15

○

0890400039

医療法人 仁寿会

医療法人 仁寿会 レーベンス古河 仁寿苑

0280-92-7152

3060221 茨城県古河市駒羽根834

○

0892000092

有限会社 東医ケアーセンター

養生園

029-856-4155

3050822 茨城県つくば市苅間2257-2

○

0892700014

鋼製特品株式会社

小規模多機能ホーム「ひまわり」

0296-52-7600

3004542 茨城県筑西市吉田636-20

○

0895600013

医療法人 白帆会

医療法人白帆会小規模多機能型居宅介護事
業所「はるるの郷」

0299-37-0015

3113423 茨城県小美玉市小川1853-1

○

0890500085

社会福祉法人 斑山会

小規模多機能型居宅介護事業所 RAUM東ノ
辻

0299-23-7343

3150001 茨城県石岡市石岡2748-1

○

0891400038

社会福祉法人 愛正会

小規模多機能型居宅介護事業所「やすらぎの
家」

0293-22-2313

3180021 茨城県高萩市安良川963-9

○

0892000100

社会福祉法人 筑南会

ケアサポート 田村

029-839-1510

3050854 茨城県つくば市上横場2290-6

○

0892600016

社会福祉法人 豊潤会

ゆたかな郷

029-270-9005

3192103 茨城県那珂市中里1184-1

○

0891700056

有限会社 ウェルフェア

グループホーム 福祉の里

0297-74-6386

3020001 茨城県取手市小文間5644

○

0894200039

株式会社 なごみケアサービス

小規模多機能型居宅介護 なごみ苑

0296-30-3753

3003563 茨城県結城郡八千代町村貫111-3

-

0893100065

社会福祉法人 博友会

小規模多機能ホーム城里

029-255-7666

3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚481-1

○

0893400010

医療法人 久仁会

小規模多機能型居宅介護 ふれあいホーム虹
の丘

0295-77-5200

3193552 茨城県久慈郡大子町矢田93-1

-

0895600021

社会福祉法人 青丘

小規模多機能型居宅介護 青い丘

0299-36-7077

3190101 茨城県小美玉市橋場美14-1

○

0890100076

株式会社 ケアネット

小規模多機能型居宅介護 コンフォルト緑岡

029-305-5203

3100852 茨城県水戸市笠原町1361-2

○

0892000134

株式会社 メディカルアシスト

楓

029-875-4571

3050041 茨城県つくば市上広岡503-11

○

0893800011

株式会社 メディカルアシスト

小規模多機能型居宅介護すみれ

029-875-4102

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎2-8-19

○

0895500023

社会福祉法人 青洲会

小規模多機能型居宅介護 どんぐり倶楽部

0297-20-7225

3002302 茨城県つくばみらい市狸穴1072-46

○

0890100084

医療法人博仁会

フロイデ総合在宅サポートセンター水戸河和田

029-257-1755

3114153 茨城県水戸市河和田町２８９３

○

0890200082

株式会社 日立ライフ

小規模多機能型居宅介護 らいふホーム大沼

0294-25-8122

3160014 茨城県日立市東金沢町５－２０－３０

○

0891900060

有限会社 バディ

ケアサポート けやき

029-875-4034

3001216 茨城県牛久市神谷１－１４－１３

○

0895100063

有限会社 大木薬局

筑紫小規模多機能センター

0296-54-1307

3004412 茨城県桜川市真壁町羽鳥1157-1

○

0892900036

社会福祉法人 河内厚生会

小規模多機能型ホームみつば

0299-94-7831

3000607 茨城県稲敷市光葉11-22

○

0895400026

医療法人 真成会

小規模多機能型居宅介護 黎明館あかんさす

0291-35-5580

3112103 茨城県鉾田市汲上3163-2

○

0895600062

医療法人社団正信会

小規模多機能型居宅介護 たまり

0299-28-3353

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ2288-3

○

0891600066

医療法人社団 正信会

小規模多機能型居宅介護 いわま

0299-37-8322

3190206 茨城県笠間市安居3144-357

○

0891600074

社会福祉法人 木犀会

花の郷

0296-73-5506

3091614 茨城県笠間市寺崎161-1

○

0890200090

株式会社 日立ライフ

小規模多機能型居宅介護
鈴

0294-26-7051

3170066 茨城県日立市高鈴町1-16-45

○

0890100118

医療法人社団 正信会

小規模多機能型居宅介護 うちはら

029-259-0577

3190323 茨城県水戸市鯉淵町4708-41

○

0892700055

株式会社 ケアネット

小規模多機能型居宅介護 高齢者ホーム陣屋

0296-57-1717

3091124 茨城県筑西市知行106

○

0893400028

社会福祉法人 清河会

サングリーンピア大子ケアセンター 小規模多
機能型居宅介護事業所

0295-77-3979

3193361 茨城県久慈郡大子町頃藤4144

○

0890100126

青丘

小規模多機能型居宅介護施設 「かさはら」

029-305-3233

3100852 茨城県水戸市笠原町355-5

○

0892100066

医療法人 博仁会

小規模多機能ホームひたちなか

029-275-5050

3120003 茨城県ひたちなか市足崎1474-7

○

0892800020

有限会社 ワイオハ

麗翠堂多機能型ケアホーム

0297-38-0663

3060624 茨城県坂東市矢作292

○

0892600024

社会福祉法人 青燈会

小規模多機能ホーム 憩の杜

029-295-2251

3110105 茨城県那珂市菅谷533

○

0890300056

学校法人 沼田学園

小規模多機能型居宅介護事業所土浦の里

029-895-3789

3000043 茨城県土浦市中央2-650-1

○

0890200116

株式会社 日立ライフ

小規模多機能型居宅介護 らいふホーム青葉
台

0294-28-8688

3160032 茨城県日立市西成沢町4-1-1

○

0890200132

医療法人 永慈会

ハピネス大安

0294-33-7854

3191301 茨城県日立市十王町伊師725-2

○

0892200023

株式会社エヌエスサービス

ふくふく鹿嶋

0479-46-0114

3140031 茨城県鹿嶋市宮中3820-1

○

0893000026

社会福祉法人 明岳会 理事長 狩野 平左衛門
げんき村
岳也

029-833-0298

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉5696-3

○

0890200157

株式会社日立ライフ

小規模多機能型居宅介護 らいふホーム成沢

0294-25-6150

3160033 茨城県日立市中成沢町3-10-1

○

0890100142

茨城ケアサービス株式会社

ききょう庵

029-305-3223

3100853 茨城県水戸市平須町2－72

○

0890200165

医療法人祥仁会

小規模多機能型居宅介護 きさらぎ

0294-33-6001

3191308 茨城県日立市十王町城の丘1-36

○

0890100159

株式会社ケアネット

小規模多機能型居宅介護 コンフォルト西原

029-291-5551

3100044 茨城県水戸市西原2-2-33

○

0892200056

社会福祉法人 神和会

小規模多機能型居宅介護事業所 和の家

0299-78-7880

3112215 茨城県鹿嶋市和825-1

○

0892600065

医療法人社団 有朋会

小規模多機能ホーム クリクリ

029-352-0016

3110117 茨城県那珂市豊喰140-17

○

0891600116

社会福祉法人木犀会

小規模多機能型居宅介護事業所 ゆりのき

0296-70-5580

3091703 茨城県笠間市鯉淵6612-213

○

0870100534

有限会社 アサミ

アサミ園

029-247-0549

3100844 茨城県水戸市住吉町60

○

0870101151

社会福祉法人 愛の会

いろり端水戸

029-257-6666

3114144 茨城県水戸市開江町国置8

○

0870101367

有限会社 ハイブリッジ

グル－プホ－ム ハイブリッジ

029-304-0190

3100847 茨城県水戸市米沢町98-1

○

0870101474

株式会社 ハートピア

ケアホーム 日なた家

029-304-6677

3100841 茨城県水戸市酒門町1739

○

0870101524

有限会社 敬愛

グループホーム お母さんの家

029-241-6610

3100914 茨城県水戸市小吹町2297-17

○

0870101540

有限会社 アンビション

グループホーム あすなろ

029-267-7301

3111121 茨城県水戸市島田町3403-1

○

0870101573

医療法人社団 正信会

グループホーム むくげ

029-305-5666

3100852 茨城県水戸市笠原町358-2

○

らいふホーム高

0870101607

株式会社 四方建築設計事務所

グループホーム ぐるんぱの杜

029-240-5678

3111115 茨城県水戸市大串町116-4

○

0870101623

株式会社ユニマットそよ風

水戸ケアセンターそよ風

029-309-1281

3100911 茨城県水戸市見和1-298-9

○

0870101631

社会福祉法人 翠清福祉会

グループホームかたくり

029-255-5222

3114153 茨城県水戸市河和田町4517-1

○

0870101706

有限会社 ドゥ・ライフ

グループホーム ゆう

029-247-3177

3100843 茨城県水戸市元石川町2523

○

0870101748

有限会社 共同生活舎

グループホーム 堀安の舎

029-255-6541

3100903 茨城県水戸市堀町1319

○

0870101789

ホシサン工業株式会社

グループホーム すばる

029-246-1105

3100846 茨城県水戸市東野町96-5

○

0870101797

原口商事 株式会社

グループホーム 暖

029-244-0022

3100914 茨城県水戸市小吹町267-87

○

0870101813

医療法人社団 正信会

グループホーム すみれ

029-305-5010

3100914 茨城県水戸市小吹町向井原町3135-1

○

0870101870

医療法人 社団 協栄会

グループホーム しゃらく

029-257-2565

3114146 茨城県水戸市中丸町604-1

○

0870101904

衛検産業株式会社

グループホーム ハイジの丘

029-247-2448

3100844 茨城県水戸市住吉町302-1，302-5

○

0870102001

有限会社 エリア・ネットワーク・サービス

グループホームあしたば

029-305-6914

3100913 茨城県水戸市見川町丹下一ノ牧2131-1303

○

0870102142

株式会社 いっしん

グループホームいっしん館 水戸

029-253-6547

3114143 茨城県水戸市大塚町1612-14

○

0870102183

株式会社 伊藤建設

グループホーム ひかり

029-240-3511

3100914 茨城県水戸市小吹町267-43

○

0870102324

株式会社 いっしん

グループホームいっしん館 内原

029-257-5580

3190306 茨城県水戸市杉崎町195-1

○

0870102548

有限会社 サンパル

グループホーム 小吹ケアセンター

029-305-6800

3100914 茨城県水戸市小吹町705-8

○

0870102563

株式会社 イディア・コーポレーション

ケアホーム きらり

029-309-4165

3114152 茨城県水戸市河和田1-2444-2

○

0870102647

株式会社 トゥルーケア

グループホーム メロン

029-264-5111

3111113 茨城県水戸市平戸町舟渡380-1

○

0870102654

株式会社 トゥルーケア

グループホーム ばなな

029-257-6100

3114153 茨城県水戸市河和田町4433-40

○

0870200367

有限会社 銀友

グループホーム 銀友

0294-43-8741

3191413 茨城県日立市小木津町1-28-25

○

0870200425

医療法人 圭愛会

グループホーム ことぶき

0294-34-3338

3160012 茨城県日立市大久保町2409-2

○

0870200466

医療法人 永慈会

ひたちの森ガーデン

0294-44-8800

3191413 茨城県日立市小木津町1020

○

0870200862

医療法人祥仁会

グループホームハーモニー

0294-39-3232

3191301 茨城県日立市十王町伊師3458-1

○

0870200896

株式会社 クリエイト

グループホーム 久慈浜

0294-52-6673

3191222 茨城県日立市久慈町3-4-14

○

0870200938

株式会社東海荘

グループホーム東海荘ひだまり

0294-23-3511

3170071 茨城県日立市鹿島町2-12-9

○

0870200961

有限会社 フルハウスカンパニー

グループホーム ひまわり

0294-28-4233

3160001 茨城県日立市諏訪町1-20-18

○

0870200987

社会福祉法人 春陽会

グループホームＭＡＯ

0294-25-5522

3191223 茨城県日立市みなと町10-10

○

0870300357

医療法人社団 青洲会

グループホーム おらが里

0298-32-3921

3004115 茨城県土浦市藤沢3534-1

○

0870300662

有限会社 イノセ

グループホーム ＡＳＵＫＡ

0298-34-1218

3000013 茨城県土浦市神立町673-62

○

0870300795

医療法人社団 青洲会

グループホーム 寄居

029-833-2070

3000013 茨城県土浦市神立町443-5

○

0870300852

池田観光開発株式会社

グループホーム鶴沼の里

029-834-0011

3000012 茨城県土浦市神立東2-21-22

○

0870300860

有限会社 イノセントファミリー

グループホーム太陽

029-830-0301

3000021 茨城県土浦市菅谷町1469-154

○

0870300878

有限会社 ケア・コンフィデンス

グループホームしょうわ家族

029-841-5666

3000877 茨城県土浦市荒川本郷218-173

○

0870300902

株式会社 マツウラ

グループホーム きらめき

029-824-7810

3000823 茨城県土浦市小松2-9-12

○

0870300969

有限会社 和晃

グループホーム 和晃

029-826-1628

3000063 茨城県土浦市若松町5-28

○

0870301074

社会福祉法人 欣水会

グループホーム だんらん

029-821-7071

3000805 茨城県土浦市宍塚1957

○

0870301108

株式会社 長寿館

グループホーム永国長寿館

029-823-1951

3000817 茨城県土浦市永国1048-1

○

0870301124

池田観光開発株式会社

グループホーム鶴沼の里（２）

029-830-0220

3000012 茨城県土浦市神立東1-16-33

○

0870301181

株式会社 マツウラ

グループホーム きらめき２

029-843-1991

3008619 茨城県土浦市右籾2743-1

○

0870301264

有限会社 久保田電気

土浦マロン館

029-831-7086

3000021 茨城県土浦市菅谷町1358-1

○

0870305000

株式会社 メディカルアシスト

グループホーム 和楽樹

029-833-2400

3000007 茨城県土浦市板谷1-478-3

○

0870400231

医療法人 浩悦会

グル-プホ－ム 南風

0280-47-0315

3060056 茨城県古河市坂間185-14

○

0870400280

株式会社 アイアール

グループホーム ローズマリー

0280-31-5655

3060016 茨城県古河市古河514-1

○

0870500246

社会福祉法人 聖隷会

グループホームセンチュリーの里

0299-27-0001

3150048 茨城県石岡市三村6284-7

○

0870500261

社会福祉法人 愛の会

グループホーム いろり端石岡

0299-27-6000

3150029 茨城県石岡市根当11008-13

○

0870500410

医療法人社団 正信会

グループホーム ひまわり

0299-35-8801

3150023 茨城県石岡市東府中1-10

○

0870500550

株式会社 仙

グループホームあんず

0299-46-3236

3150125 茨城県石岡市山崎3140-1

○

0870600269

医療法人 宮田医院

なごみの家

0296-20-0753

3080031 茨城県筑西市丙56-2

○

0870600301

株式会社 稲善

いねの里 やすらぎの家

0296-21-1744

3080825 茨城県筑西市下中山381-1

○

0870600319

株式会社 ユニマットそよ風

下館ケアセンター そよ風

0296-21-0861

3080021 茨城県筑西市甲44

○

0870600376

濱野精麦株式会社

グループホームひなたぼっこ

0296-24-7727

3080827 茨城県筑西市市野辺133-2

○

0870600384

株式会社 コモドヴィータ

コモドヴィータ下館

0296-22-0101

3080841 茨城県筑西市二木成1530

○

0870700192

株式会社 ユニマットそよ風

結城ケアセンター そよ風

0296-34-7451

3070001 茨城県結城市結城923-1

○

0870700226

特定非営利活動法人 ホームホスピス結城

グループホーム みんなの家

0296-20-9050

3070044 茨城県結城市田間1489-2

○

0870700283

社会福祉法人 芳香会

グループホーム 穂の香

0296-20-9033

3070038 茨城県結城市七五三場365

○

0870700317

有限会社 かなくぼ薬局

グループホーム ハーモニー城ノ内

0296-33-8265

3070001 茨城県結城市結城8670-2

○

0870800257

株式会社 和香紗

グループホーム美里

0297-62-0489

3010000 茨城県龍ケ崎市4353-1

○

0870800380

株式会社 モデンナ・ケアサービス

グループホーム さわやか荘 龍ヶ崎

0297-61-1008

3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町3918-2

○

0870800505

株式会社 アヴィック

エクセレントホームなごみ

0297-60-2302

3010005 茨城県龍ケ崎市川原代町875

○

0871000238

有限会社 ヘルスケアー下妻

グループホームうらら

0296-45-1500

3040057 茨城県下妻市石の宮24-1

○

0871000261

有限会社 ヘルスケアー下妻

ケアプラザうららグループホーム

0296-44-0110

3040062 茨城県下妻市下妻戊34-1

○

0871000287

有限会社 さわやか荘

グループホーム さわやか荘

0296-30-5800

3040075 茨城県下妻市南原132-1

○

0871000303

医療法人 光潤会

グループホーム ゆうらく

0296-30-1400

3040002 茨城県下妻市江2443-1

○

0871100160

株式会社 ほーむけあいしやま

グループホーム 遙遙

0297-20-1010

3030016 茨城県常総市新井木町28-3

○

0871100178

株式会社ユニマットそよ風

水海道ケアセンターそよ風

0297-20-1030

3030034 茨城県常総市水海道天満町1785-1

○

0871100202

有限会社 二葉

グループホーム めぐる

0297-27-5775

3002511 茨城県常総市花島町29-4

○

0871100228

有限会社 豊玉

グループホームさくらんぼ

0297-24-0505

3030041 茨城県常総市豊岡町乙3587

-

0871200218

医療法人 永慈会

ひたちの森スマイルハウス太田

0294-80-2230

3130042 茨城県常陸太田市磯部町90-1

○

0871200267

有限会社 グル－プホ－ム来夢

グル－プホ－ム来夢おおた

0294-80-6549

3130046 茨城県常陸太田市上河合町1527-1，1529

○

0871200390

有限会社 修明

グループホーム 和み

0294-70-0753

3130044 茨城県常陸太田市下河合町953-1

○

0871200416

有限会社 梨花園

グループホーム 梨花園

0294-74-4578

3130034 茨城県常陸太田市上土木内町382

○

0871400149

株式会社 向日葵

グループホーム「つどい」

0293-24-3132

3180034 茨城県高萩市高萩291-2

○

0871400172

医療法人 永慈会

ひたちの森スマイルハウス高萩

0293-20-5530

3180012 茨城県高萩市有明町2-98

○

0871400206

有限会社 介健

グループホーム やまもも

0293-24-1717

3180021 茨城県高萩市安良川1843

○

0871500138

有限会社 ハートビル

グループホーム あとむ

0293-43-2666

3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原2334-29

○

0871600128

社会福祉法人 尚生会

指定認知症高齢者グループホーム かさまグ
リーンハウス

0296-72-8138

3091603 茨城県笠間市福田3199

○

0871600177

株式会社 ケアネット

グループホーム コンフォルトかさま

0296-71-1055

3091613 茨城県笠間市石井2253-1

○

0871600185

有限会社 かさま夢くらぶ

ケアホーム夢くらぶ

0296-72-1686

3091625 茨城県笠間市来栖2846-5

○

0871700332

株式会社 ウェルケア・サービス

グループホーム 花束取手

0297-74-4622

3020006 茨城県取手市青柳861-1，外

○

0871800199

有限会社 サンミルクサービス

グループホーム バンヤンツリー岩井

0297-34-3738

3060631 茨城県坂東市岩井5200-29

○

0871800223

株式会社 ほーむけあいしやま

グループホーム 想想

0297-47-5155

3060631 茨城県坂東市岩井2039

○

0871900296

社会福祉法人 博慈会

指定痴呆対応型共同生活介護事業所 虹の家 0298-74-4800

3001214 茨城県牛久市女化町253-2

○

0871900429

社会医療法人若竹会

グループホーム たいせつの家

3001232 茨城県牛久市上柏田1-17-20

○

029-830-8633

0871900445

株式会社 ほーむけあいしやま

グループホーム感感

029-878-3235

3001205 茨城県牛久市東大和田町312-12

○

0871900460

有限会社 幸

グループホーム きらり

029-878-3911

3001217 茨城県牛久市さくら台3-34-10

○

0871900510

有限会社光陽

グループホームあんずの木

0297-71-7578

3001231 茨城県牛久市猪子町992-1

○

0872000500

医療法人 健佑会

グループホームファミーユ

0298-64-5810

3003295 茨城県つくば市大曽根3681

○

0872000807

有限会社 ライフファクトリー

グループホーム 美桜

029-861-8661

3050053 茨城県つくば市小野川10-12

○

0872000906

東成産業株式会社

グループホームいちさと

029-836-2000

3050842 茨城県つくば市柳橋梨ノ木122-8

○

0872000948

株式会社 キュート

グループホーム たんぽぽ

029-839-5200

3050861 茨城県つくば市谷田部3393-1

○

0872000963

株式会社 メディカルアシスト

グループホーム楓

029-857-8255

3050041 茨城県つくば市上広岡503-8

○

0872000997

医療法人社団 柴原医院

グループホーム つくしの森

029-877-2940

3002613 茨城県つくば市西高野842-4

○

0872001003

株式会社 長寿館

グループホーム作谷長寿館

029-869-1700

3004204 茨城県つくば市作谷1038

○

0872001086

医療法人 恵仁会

医療法人恵仁会 グループホーム デルフィ

029-867-1672

3004231 茨城県つくば市北条1175

○

0872001177

日新興業株式会社

グループホーム 自然の家

029-839-4165

3050856 茨城県つくば市観音台1-11-1

○

0872001201

有限会社 弥久

グループホーム 幸寿苑

029-867-7651

3004248 茨城県つくば市磯部15

○

0872001284

東成産業株式会社

グループホームいちさと筑波

029-867-2222

3004224 茨城県つくば市小和田145

○

0872005004

社会福祉法人 愛信会

グループホーム いちょうの木

029-840-1050

3001274 茨城県つくば市上岩崎835-6

○

0872005012

医療法人社團 みなみつくば會

グループホーム筑水苑

029-838-1919

3050861 茨城県つくば市谷田部6107-1

○

0872100284

有限会社 カサブランカ

有限会社 カサブランカ

029-262-2333

3111204 茨城県ひたちなか市平磯遠原町17-14

○

0872100391

社会福祉法人 新世会

グループホーム いくり苑

029-264-2880

3111202 茨城県ひたちなか市磯崎町4555-1

○

0872100409

株式会社 ありが園

グループホーム ありが園

029-264-2066

3111201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町187-45

○

0872100482

株式会社 テンダーケアジャパン

ケアホーム テンダーの杜 つだ

029-354-1733

3120032 茨城県ひたちなか市津田1953-1

○

0872100805

株式会社 ユニマットそよ風

勝田ケアセンターそよ風

029-276-1831

3120011 茨城県ひたちなか市中根2444-1

○

0872100839

医療法人社団ハート

きんもくせい

029-270-0281

3120062 茨城県ひたちなか市高場1673-34

○

0872100896

社会福祉法人 克仁会

グループホーム 恵苑

029-264-3800

3111207 茨城県ひたちなか市烏ケ台11836-1

○

0872100904

医療法人社団 健晴会

グループホームますおか内科

029-354-6511

3120054 茨城県ひたちなか市はしかべ1-2-3

○

0872100995

株式会社 トゥルーケア

グループホーム みかん

029-202-1145

3120062 茨城県ひたちなか市高場宮原212-64

○

0872105002

オークス福祉サービス株式会社

グループホーム オークスひたちなか

029-285-0854

3120001 茨城県ひたちなか市佐和787

○

0872200290

社会福祉法人 すはま会

グループホーム 陽だまり

0299-82-9082

3140012 茨城県鹿嶋市平井1350-332

○

0872200407

有限会社 エスエス住建

グループホーム くぬぎの森

0299-90-9900

3112215 茨城県鹿嶋市和825-2

○

0872300025

社会福祉法人 江戸川豊生会

福楽園 コスモス

0299-80-3030

3112435 茨城県潮来市上戸1921-1

○

0872300231

有限会社 茨城まごころ介護サービス

グループホームこころ

0299-80-9055

3112423 茨城県潮来市日の出1-21-1

○

0872400148

有限会社 陽だまり

グループホーム 陽だまりの家

0297-47-8830

3020117 茨城県守谷市野木崎523-2

○

0872400262

有限会社 ＳＥＳケアネット

あっと ホーム きりん荘

0297-20-0733

3020118 茨城県守谷市立沢950-1

○

0872500079

社会福祉法人 博友会

フロイデｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ美和

0295-54-6131

3192603 茨城県常陸大宮市鷲子686-1

○

0872500095

医療法人 一貫堂会

グループホーム 一貫堂

0295-54-7788

3192262 茨城県常陸大宮市下町229

○

0872501002

社会福祉法人 豊潤会

グループホーム ひより

0295-58-2156

3192512 茨城県常陸大宮市下檜沢3526

○

0872600051

有限会社 福祉未来計画

グループホーム 榧子木

029-353-0583

3110121 茨城県那珂市戸崎508-3

○

0872800065

社会福祉法人 慈光学園

北向内荘

0280-82-1155

3060504 茨城県坂東市生子1609-8

○

0872901004

社会福祉法人 河内厚生会

グループホーム ひだまり

029-874-8488

3000511 茨城県稲敷市高田2817-2

○

0873000053

株式会社 いっしん

グループホームいっしん館 いなり

0299-37-7801

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉1668-6

○

0873100606

社会福祉法人 青丘

グループホーム こすもす

0299-48-3266

3190101 茨城県小美玉市橋場美528

○

0873100648

医療法人社団 正信会

グループホーム たんぽぽ

0299-36-7110

3190101 茨城県小美玉市橋場美20-1

○

0873100762

医療法人社団 正信会

グル－プホ－ムもくれん

0299-37-0123

3113412 茨城県小美玉市川戸1425-14

○

0873100804

医療法人社団 啓和会

グル－プホ－ム ひぬま

029-240-8117

3113124 茨城県東茨城郡茨城町中石崎159-1

○

0873100903

社会福祉法人 博友会

フロイデグループホーム桂

029-289-2040

3114512 茨城県東茨城郡城里町上阿野沢545-1

○

0873100929

有限会社 大樹

グループホーム 大樹

029-291-1717

3113106 茨城県東茨城郡茨城町越安1993

○

0873100937

有限会社 美野里メディカルサービス

グループホーム つつじ

029-240-7351

3113153 茨城県東茨城郡茨城町上飯沼2-278

○

0873100978

医療法人社団 正信会

グループホーム 大洗

029-264-5212

3111311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町２９２２－１

○

0873100986

医療法人社団 正信会

グループホーム なのはな

029-257-0601

3190323 茨城県水戸市鯉淵町4708-41

○

0873101067

株式会社 ニューライフ三浦

グループホーム ニューライフ三浦

029-240-7703

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡4347-4

○

0873101166

有限会社 シニアライフ

小川ケアセンターみどりの風 グループホーム

0299-58-7780

3113424 茨城県小美玉市幡谷204-60

○

0873101224

株式会社 いっしん

グループホームいっしん館 しじみ

029-831-9504

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡4345-8

○

0873101331

株式会社 SAWA

グループホーム さくらの里

029-219-1188

3113157 茨城県東茨城郡茨城町小幡1316-18

○

0873200349

医療法人社団 正信会

グループホーム れんぎょう

0299-37-8100

3190206 茨城県笠間市安居3144-521

○

0873200356

株式会社 ユニマットそよ風

岩瀬ケアセンター そよ風

0296-70-8971

3091211 茨城県桜川市岩瀬30-2

○

0873200406

医療法人社団 正信会

グループホーム あさがお

0296-70-5005

3091717 茨城県笠間市旭町417-8

○

0873200422

聖北会 有限会社 敬七商事

グループホーム すずらんの里

0299-45-0555

3190204 茨城県笠間市土師1283-252

○

0873300511

有限会社 カサブランカ

グループホーム カサブランカ大宮

0295-53-5675

3192135 茨城県常陸大宮市石沢1595

○

0873300529

社会福祉法人 清河会

グループホーム サングリーンピア山方

0295-57-2100

3193106 茨城県常陸大宮市西野内1537-1

○

0873300735

有限会社 あおいとり

グループホーム あおいとり

029-295-5677

3110134 茨城県那珂市飯田2388-5

○

0873300917

有限会社 ふれあい

グループホーム ふれあいの家

029-352-1011

3110103 茨城県那珂市横堀2032-4

○

0873300933

株式会社テンダーケアジャパン

ケアホーム テンダーの杜 なか

029-352-1260

3110103 茨城県那珂市横堀2274-1

○

0873400352

社会福祉法人 保内園

グループホームのどか

02957-2-6051

3193552 茨城県久慈郡大子町矢田1247-2

○

0873400378

有限会社 凛成

グループホーム ひだまりの家

0294-76-0930

3130106 茨城県常陸太田市下利員町1086-1

○

0873500086

社会福祉法人 愛孝会

グループホーム 福祉の森 聖孝園

0294-39-1166

3191305 茨城県日立市十王町高原333-6

○

0873600472

社会福祉法人 東湖園

高齢者グループホーム百歳万歳

0291-32-6273

3111504 茨城県鉾田市安房1665-2

○

0873600589

有限会社 イケナガ

グループホーム はさき寿長生の家

0479-44-0204

3140408 茨城県神栖市波崎5560-1

○

0873600613

社会福祉法人 樅山会

認知症高齢者グループホーム 和みの家

0291-37-3338

3111426 茨城県鉾田市樅山579-1

○

0873600639

株式会社 マルシン

グループホーム ポコ・ア・ポコ大洋

0291-39-6003

3112118 茨城県鉾田市阿玉920

○

0873700413

有限会社 熊野屋商事

高齢者グループホーム ほたるの里

0291-34-6662

3111704 茨城県行方市山田104-21

○

0873700454

有限会社 松本薬局

高齢者グループホーム ひまわり

0299-35-6012

3113512 茨城県行方市玉造甲422

○

0873700488

株式会社 いっしん

グループホームいっしん館 玉造

0299-35-6201

3113512 茨城県行方市玉造甲476-1

○

0873700504

株式会社 いっしん

グループホームいっしん館 麻生

029-80-7560

3113827 茨城県行方市石神1685-1

○

0873700512

社会福祉法人 聖隷会

グループホーム 玉造の里

0299-55-2831

3113501 茨城県行方市芹沢1652-10

○

0873700520

有限会社 ケアーさくら

グループホーム さくら荘

0299-77-0076

3113836 茨城県行方市南95-5

○

0873800486

株式会社 ユニマットそよ風

阿見ケアコミュニティそよ風

0298-43-7130

3000341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野4-24-5

○

0873800551

株式会社 メディカルアシスト

グループホーム すみれ

0298-87-0086

3000335 茨城県稲敷郡阿見町岡崎2-8-19

○

0873800676

株式会社 メディカルアシスト

グループホーム つくし

029-887-2823

3000306 茨城県稲敷郡阿見町曙176-3

○

0873800718

株式会社 モデンナ・ケアサービス

グループホームわかぐり

029-891-2300

3000334 茨城県稲敷郡阿見町鈴木136-3

○

0873800759

有限会社 光陽

グループホーム さくら

0297-84-2207

3001312 茨城県稲敷郡河内町長竿3866-1

○

0873800767

医療法人 盈科会

グループホーム阿見

029-889-2767

3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗2957-5

○

0873800833

株式会社 モデンナ・ケアサービス

グループホーム ドルチェ

029-891-5600

3000421 茨城県稲敷郡美浦村木原89-1

○

0873900385

社会福祉法人 聖隷会

グループホーム 千代田の里

0299-23-1122

3150072 茨城県かすみがうら市東野寺495-1

○

0873900393

株式会社 いっしん

グループホーム いっしん館

0298-32-1776

3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉2279-1

○

0873900401

特定非営利活動法人 ファミリー会

グループホーム Ｓｕｎふぁみりぃ

0298-30-0017

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉6211-8

○

0873900435

社会福祉法人 廣山会

認知症グループホーム プルミエールひたち野

0299-59-5611

3150057 茨城県かすみがうら市上土田330-9・10

○

0873900450

医療法人社団 正信会

グル－プホ－ムたまり

0299-28-2220

3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ2284-1

○

0873900468

大倉商事 有限会社

グループホーム 愛老

0298-40-8166

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉3102

○

0873900476

有限会社久保田電気

グループホームマロン館

029-833-0651

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉6182-46

○

0873900484

社会福祉法人 聖隷会

グル－プホ－ム 霞ヶ浦の里

029-834-6000

3000132 茨城県かすみがうら市男神356-1

○

0873900526

株式会社 いっしん

グループホーム いっしん館 霞ヶ浦

029-898-3649

3000121 茨城県かすみがうら市宍倉5200-38

○

0873900542

医療法人社団 正信会

グループホーム さくら

0299-28-7005

3150122 茨城県石岡市東成井2219-8

○

0873900575

社会福祉法人 廣山会

グループホーム プルミエールひたち野２号館

029-833-3300

3150054 茨城県かすみがうら市稲吉2-21-7

○

0873900609

株式会社 いっしん

グループホーム いっしん館 にいはり

029-831-9504

3004115 茨城県土浦市藤沢403

○

0873900716

株式会社 いっしん

グループホームいっしん館 こまち

029-830-6000

3004115 茨城県土浦市藤沢894番地1

○

0873900724

有限会社万葉

愛の家グループホーム石岡下青柳 ゆうもあ
館

0299-36-5510

3150153 茨城県石岡市下青柳948-2

○

0874000193

株式会社 スマイルケア

グループホーム「にこにこ」

0297-20-5553

3002406 茨城県つくばみらい市福岡1272

○

0874000227

社会福祉法人 竹育会

社会福祉法人竹育会 グループホームぬくもり

0297-52-0285

3002421 茨城県つくばみらい市西丸山634-2

○

0874100555

鋼製特品 株式会社

グループホーム「ひまわり」

0296-52-3309

3004542 茨城県筑西市吉田611

○

0874100597

有限会社在宅介護サービスきぼう

グループホームみるく

0296-20-3432

3080112 茨城県筑西市藤ケ谷2365

○

0874200256

社会福祉法人 石下福祉会

グループホームさくら館

0297-43-8611

3002748 茨城県常総市馬場2245

○

0874200413

社会福祉法人 石下福祉会

グループホーム千代川さくら館

0296-30-1511

3040823 茨城県下妻市五箇574

○

0874300676

特定非営利活動法人 福祉サポートセンター県西
グループホーム 県西さわやか
さわやか

0280-86-6663

3060433 茨城県猿島郡境町1762-1

○

0874300841

アサヒケアサービス有限会社

グループホーム みやびの里

0280-91-1580

3060221 茨城県古河市駒羽根1420-1

○

0874300957

株式会社 ほーむけあいしやま

グループホーム燦燦

0280-81-2155

3060400 茨城県猿島郡境町1520-2

○

0874300973

有限会社ケアサービスコスモス倶楽部

グループホームにれの木桃花寮

0280-75-1117

3060125 茨城県古河市仁連1987-15

△

0874305006

有限会社 田園福祉企画

グループホーム はなの郷

028084-2837

3060303 茨城県猿島郡五霞町江川4024-2

○

0874400310

株式会社 ファインケア

グループホーム ひなたぼっこ

0297-61-8170

3001631 茨城県北相馬郡利根町早尾610-1

○

0874400336

株式会社 大起エンゼルヘルプ

グループホーム なごみ藤代

0297-70-8753

3001511 茨城県取手市椚木1376

○

0875200057

医療法人社団 公慈会

医療法人社団 公慈会 オレンジ庵

0299-90-0711

3140135 茨城県神栖市堀割2-26-31

○

0890100027

医療法人社団 愛優会

グループホーム水戸

029-305-3077

3100852 茨城県水戸市笠原町1614-9

○

0890800022

有限会社 ふれあい介護サービス

グループホーム ふれあい

0297-64-1553

3010856 茨城県龍ケ崎市貝原塚町3605-5

○

0891100018

有限会社 バウム・ドルフ

グループホーム 舞夢

0297-30-8283

3002724 茨城県常総市古間木1054-4

○

0891200040

有限会社 修明

グループホーム 和み水府

0294-70-5753

3130221 茨城県常陸太田市国安町1627-1

○

0891500050

有限会社エム・エス・テイ介護倶楽部

高齢者グループホーム アテン中郷

0293-44-0101

3191555 茨城県北茨城市中郷町小野矢指846

○

0891600017

有限会社 モリ・ケアサービス

グループホーム いわまの郷

0299-45-2433

3190202 茨城県笠間市下郷6004-1

○

0891700015

有限会社 ウェルフェア

グループホーム 福祉の森

0297-78-2940

3020032 茨城県取手市野々井1613-1

-

0891900011

社会福祉法人 若竹会

牛久コスモス園

029-830-8861

3001286 茨城県牛久市小坂町3388-1

○

0892000019

株式会社 いっしん

グループホームいっしん館つくば

029-831-9504

3050055 茨城県つくば市上原23

○

0892000027

社会医療法人 若竹会

グループホーム はなぞの

029-876-8777

3001258 茨城県つくば市六斗1012-3

○

0892000068

有限会社 ほほえみ

グループホーム ほほえみ

029-850-6137

3050017 茨城県つくば市横町498-1

○

0893100016

有限会社 さくら園

グループホーム ほほえみ

029-219-0700

3113156 茨城県東茨城郡茨城町奥谷2165

○

0893100024

医療法人社団 健晴会

グループホーム温泉大洗

029-264-6811

3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3446-8

○

0893100032

株式会社 スマイルタウン

スマイルタウン

029-292-6511

3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3968-2

○

0893100040

有限会社 幸や

グループホーム ゆい

029-219-1122

3113145 茨城県東茨城郡茨城町上雨ケ谷548

○

0894200013

有限会社 スズショウ

グループホーム 『えがお』

0296-48-3915

3003553 茨城県結城郡八千代町蕗田161番地10

○

0894200021

株式会社 ほーむけあいしやま

グループホーム 欒欒

0296-30-2222

3003592 茨城県結城郡八千代町菅谷1143-1

○

0895200012

医療法人社団 三位会

グループホーム yahho

0299-93-8600

3140125 茨城県神栖市高浜2494-12

○

0895400018

有限会社 美野里メディカルサービス

グループホーム もみじ

0291-34-3510

3111537 茨城県鉾田市紅葉1500-2

○

0895500015

有限会社 さくらの里

グループホーム さくらの里

0297-52-8800

3002406 茨城県つくばみらい市福岡2997-1

○

0873300693

社会福祉法人 若葉会

グル－プホ－ムみのり園

0295-53-7878

3192214 茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

○

0873300701

有限会社 グループホーム来夢

グループホーム 来夢

0295-53-6549

3192255 茨城県常陸大宮市野中町3050-1

○

0873500144

株式会社 シルバーライフサポート木の実

グループホーム 木の実

0294-39-6841

3191303 茨城県日立市十王町友部東2-1-19

○

0873900443

社会福祉法人 泰仁会

グループホーム さわらび

0299-44-8870

3150165 茨城県石岡市小倉439-2

○

0873900518

有限会社 万葉

愛の家グループホーム石岡月岡 山吹の里

0299-36-5510

3150141 茨城県石岡市月岡1582-22

○

0873900559

社会福祉法人 聖隷会

グループホーム 玉里の里

0299-23-1122

3113433 茨城県小美玉市高崎1824-500

○

0874000219

社会福祉法人 青州会

グループホーム どんぐり荘

0297-47-2012

3002302 茨城県つくばみらい市狸穴1072-46

○

0874400351

株式会社 モデンナ・ケアサービス

グループホーム 響

0297-61-8500

3001604 茨城県北相馬郡利根町横須賀147

○

0875100018

株式会社 グッドライフ

グッドライフ真壁

0296-54-1661

3004417 茨城県桜川市真壁町飯塚1017

○

0891200016

有限会社 凛成

グループホーム 花あかりの家

0294-76-0822

3130106 茨城県常陸太田市下利員町1262-1

○

0891700023

株式会社 憩

グループホーム いこいの里

0297-77-5011

3020012 茨城県取手市井野団地3-19-101

-

0890400047

社会福祉法人 和風会

グループホーム秋明館

0280-75-1133

3060126 茨城県古河市諸川2528-1

○

0891700049

株式会社 メディカルアシスト

グループホームたんぽぽ

0297-70-8452

3001525 茨城県取手市桜が丘1-17-13

○

0893100057

株式会社 セントメディケア

グループホームひぬまの杜

029-222-2122

3113124 茨城県東茨城郡茨城町中石崎字台畑1055

○

0893300012

有限会社 ハイブリッジ

グループホーム カトレア

029-270-4500

3191111 茨城県那珂郡東海村舟石川944

○

0892500059

社会福祉法人 二十一世紀会

グループホーム 明の家

0295-54-4893

3193114 茨城県常陸大宮市野上1924-1

○

0892600016

社会福祉法人 豊潤会

ゆたかな郷

029-270-9005

3192103 茨城県那珂市中里1184-1

○

0892900010

株式会社 桑林

グループホーム江戸崎桑林

029-893-1006

3000504 茨城県稲敷市江戸崎甲4864-3

○

0892000118

医療法人社団 柴原医院

グループホーム みどりの森

029-865-0511

3002613 茨城県つくば市西高野842-8

○

0890700032

有限会社 ロメオ

グループホーム優優

0296-20-8028

3070005 茨城県結城市川木谷1-5-5

○

0891700056

有限会社 ウェルフェア

グループホーム 福祉の里

0297-74-6386

3020001 茨城県取手市小文間5644

-

0893300020

有限会社 ハイブリッジ

グループホーム メジロ苑

029-306-0033

3191106 茨城県那珂郡東海村白方1306-1

○

0891000010

株式会社 木澤

グループホーム 絆

0296-43-8128

3040031 茨城県下妻市高道祖1384-16

○

0890500093

アイリレー株式会社

グループホーム あいリレー石岡

0299-27-8040

3150005 茨城県石岡市鹿の子3-1-29

○

0892100033

株式会社 ラ・ストリア

グループホーム あゆみ荘

029-222-4232

3120032 茨城県ひたちなか市津田3723-2

○

0890200058

有限会社 アコード

グループホーム ユートピア

0294-25-7322

3160034 茨城県日立市東成沢町3-23-13

○

0890200074

社会福祉法人 秀和会

グループホームさくらんぼ

0294-38-3061

3160002 茨城県日立市桜川町1-1-1

○

0890700040

株式会社 しもふさの郷

グループホームくわの実

0296-35-0294

3070043 茨城県結城市武井1244-6

○

0891100026

株式会社 ケアホームなかお

グループホーム 香

0297-23-3011

3002505 茨城県常総市中妻町1023-2

○

0891100034

株式会社幸壽会

グループホーム つくば長寿の郷

0297-30-8801

3002727 茨城県常総市大沢1994-6

○

0891500084

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター磯原

0293-30-0251

3191543 茨城県北茨城市磯原町豊田1-22

○

0891600041

社会福祉法人 木犀会

花水木

0296-78-3302

3091717 茨城県笠間市旭町629-4

○

0891700064

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター取手

0297-70-5601

3020021 茨城県取手市寺田4697-1

○

0891900037

株式会社 一陽

フレンズ牛久遠山

029-871-7750

3001215 茨城県牛久市遠山町479-1

○

0891900045

有限会社 バディ

グループホーム けやき

029-872-0433

3001216 茨城県牛久市神谷１－１４－１３

○

0892400029

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター守谷

0297-47-8020

3020105 茨城県守谷市薬師台5-17-8

○

0892500075

株式会社 ライフケアサービス

グループホーム 喜楽

0295-55-3002

3114615 茨城県常陸大宮市下伊勢畑948-8

○

0892700022

株式会社 ケアネット

高齢者ホーム「陣屋」グループホーム

0296-57-1717

3091124 茨城県筑西市知行106

○

0892800012

有限会社 なかよし

グループホーム なかよし

0297-38-1883

3060626 茨城県坂東市小山2131-5

○

0895100048

社会福祉法人 木犀会

花水木 岩瀬館

0296-70-8210

3091211 茨城県桜川市岩瀬229-1

○

0892100041

株式会社 アリア

グループホーム木守

029-285-6617

3120002 茨城県ひたちなか市高野132-1

○

0895100055

株式会社 メディカルアシスト

グループホーム湖畔の家

0296-70-8508

3091226 茨城県桜川市上野原地新田112-1

○

0891200065

社会福祉法人 翔馬会

グループホーム すぎの木

0294-82-2800

3110502 茨城県常陸太田市徳田町307

○

0892000159

株式会社アイリレーとよさと

あいリレーとよさと

029-847-0168

3002641 茨城県つくば市今鹿島2535-2

○

0890400070

ファインケア 株式会社

グループホームつばさ

0276-74-1012

3060038 茨城県古河市西町11-36

○

0892900028

社会福祉法人 河内厚生会

グループホーム みつば

0299-94-7831

3000607 茨城県稲敷市光葉11-22

○

0893800029

株式会社 メディカルアシスト

グループホームやまゆり

029-875-3612

3000414 茨城県稲敷郡美浦村信太2644-3

○

0893400036

社会福祉法人 清河会

サングリーンピア大子ケアセンター グループ
ホーム

0295-79-3877

3193361 茨城県久慈郡大子町頃藤4144

○

0890200108

社会福祉法人 克信会

グループホーム べんてん

0294-28-5680

3160014 茨城県日立市東金沢町2-14-19

○

0892400037

株式会社 コスモ

グループホーム アンダンテ

0297-48-0555

3020109 茨城県守谷市本町402-1

○

0894300011

ウエルシア介護サービス株式会社

グループホーム さとのこホーム 境

0280-81-1188

3060433

0890400088

医療法人社団 友志会

グループホーム ももの舎

0280-75-1600

3060125 茨城県古河市仁連604

○

0892200015

有限会社 茨城まごころ介護サービス

グループホーム こころ 鹿嶋館

0299-77-8610

3112223 茨城県鹿嶋市林1020-3

○

0894400027

社会福祉法人 河内厚生会

グループホーム あおば

0297-85-4860

3001605 茨城県北相馬郡利根町大平260-2

○

0895400034

株式会社 マルシン

グループホーム レガート

0291-35-5505

3112101 茨城県鉾田市青山1542-1

○

0893100073

社会福祉法人 親愛会

グループホーム ウィステリア倶楽部

029-240-7880

3113115 茨城県東茨城郡茨城町前田1707-349

○

0892600032

社会福祉法人 青燈会

グループホーム 憩の杜

029-295-2251

3110105 茨城県那珂市菅谷533

○

0892500125

合同会社グリーン・フィール

グループホーム サングリーンピア大宮

0295-53-8017

3192222 茨城県常陸大宮市若林952-1

○

0890400096

ファインケア株式会社

グループホームつばさDuo

0280-33-6202

3060052 茨城県古河市大山1770-1

○

0892700071

株式会社セキショウライフサポート

グループホームよつ葉

0296-54-6288

3080824 茨城県筑西市蕨316-2他

○

0895600070

医療法人社団 白帆会

認知症対応型共同生活介護事業所 メディカ
ルホーム きらら

0299-37-0883

3113423 茨城県小美玉市小川1853-1

○

0895100071

株式会社 グッドライフ

グループホーム シニアライフまかべ

0296-54-6619

3004405 茨城県桜川市真壁町桜井638-1，1325

○

0892600073

医療法人社団 有朋会

グループホーム クリクリ

029-352-0016

3110117 茨城県那珂市豊喰140-17

○

0892000183

株式会社 敬寿会

グループホーム はなぞの

029-876-8777

3001258 茨城県つくば市六斗1012-3

○

0892500042

医療法人 博仁会

おおみやホームヘルパーステーション

0295-53-1192

3192261 茨城県常陸大宮市上町318-1

0895200020

株式会社エヌエスサービス

ナイトケアふくふく

0479-46-0081

3140256 茨城県神栖市若松中央2丁目18番

0890300031

プルメリア訪問介護 株式会社

プルメリア訪問介護

029-835-3003

3000048

0893000018

プルメリア訪問介護株式会社

プルメリア訪問介護

0299-56-5851

3150056 茨城県かすみがうら市上稲吉1941-28

0891900011

社会福祉法人 若竹会

牛久コスモス園

029-830-8861

3001286 茨城県牛久市小坂町3388-1

0891900078

社会医療法人若竹会

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
柏田ヒルズ

029-872-8135

3001232 茨城県牛久市上柏田4-53-10

0890500069

社会福祉法人 愛の会

特別養護老人ホーム 石岡陽だまり館

0299-35-5601

3150013 茨城県石岡市府中1-1703-1

0890200041

社会福祉法人 松濤会

特別養護老人ホーム銀砂台「助川サテライト」

0294-59-3300

3170071 茨城県日立市鹿島町2-5-15

0892000084

社会福祉法人 健誠会

特別養護老人ホーム シニアガーデンアネック
ス

029-867-7800

3004245 茨城県つくば市水守1189-5

茨城県猿島郡境町38-3ウェルシアタウン内
ウェルシア関東㈱ 茨城境町店２階

茨城県土浦市田中3-8-32土浦学園通りビル
５Ｆ

○

0890200066

社会福祉法人 秀和会

特別養護老人ホームさくら館サテライト

0294-36-7300

3160002 茨城県日立市桜川町1-1-1

0892500083

社会福祉法人 永寿会

ドルフィンサテライト

0295-53-1191

3192144 茨城県常陸大宮市泉503

0895600047

社会福祉法人 聖隷会

特別養護老人ホーム 晴風園の里

0299-27-0111

3113433 茨城県小美玉市高崎911-1

0892000167

社会福祉法人 健誠会

特別養護老人ホーム シニアガーデン別館

029-877-0203

3003253 茨城県つくば市大曽根3699-3

0892500091

社会福祉法人 博友会

大宮フロイデドルフ

0295-55-8822

3192266 茨城県常陸大宮市抽ケ台町889-1

0892700048

社会福祉法人 向日葵福祉会

特別養護老人ホーム ひまわり苑

0296-52-5088

3004542 茨城県筑西市吉田641-3

0893800037

社会福祉法人 銈光会

小規模特別養護老人ホーム リヴァージュ

029-891-6520

3000428 茨城県稲敷郡美浦村舟子3143-1

0894400035

社会福祉法人 河内厚生会

地域密着型特別養護老人ホーム あおば

0297-85-4860

3001605 茨城県北相馬郡利根町大平260-2

0890300049

社会福祉法人 霞桜会

地域密着型介護老人ホームもりの家サテライト 029-830-4755

3000844 茨城県土浦市乙戸233-1

0892500109

社会福祉法人 若葉会

小規模特別養護老人ホーム みのりの森

0295-53-7878

3192214 茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

0892500117

社会福祉法人 清河会

特別養護老人ホーム サングリーンピア大宮

0295-55-8855

3192222 茨城県常陸大宮市若林1723-15

0890100167

社会福祉法人 聖蘭会

社会福祉法人 聖蘭会 フォレストヴィラ水戸

029-253-6551

3114161 茨城県水戸市全隈町1256-7

0890100175

社会福祉法人 北養会

地域密着型特別養護老人ホーム もみじ館

029-259-9295

3190323 茨城県水戸市鯉淵町2222-1

0890300098

社会福祉法人 愛信会

ユニット型特別養護老人ホーム 静霞園

029-824-9581

3000064 茨城県土浦市東若松町3379

0890300106

社会福祉法人 祥風会

特別養護老人ホーム 飛羽ノ園・とわ

029-826-2941

3000823 茨城県土浦市小松3-18-18

0890500101

社会福祉法人 滴翠会

特別養護老人ホーム明翠苑

0299-23-9620

3150028 茨城県石岡市半ノ木11481-1

0891600108

社会福祉法人 慈永会

地域密着型特別養護老人ホーム宍戸苑

0296-78-2221

3091721 茨城県笠間市橋爪462-1

0892100082

社会福祉法人 北養会

地域密着型介護老人福祉施設 北勝園

029-272-1178

3120032 茨城県ひたちなか市津田2093-1

0892200031

社会福祉法人 慈徳会

特別養護老人ホーム 松寿園

0299-69-2339

3112206 茨城県鹿嶋市武井1956-3

0892200049

社会福祉法人 神和会

地域密着型特別養護老人ホーム 和の家

0299-78-7880

3112215 茨城県鹿嶋市和825-1

0892600057

社会福祉法人 ナザレ園

特別養護老人ホームナザレ園ユニット館

029-296-0177

3192103 茨城県那珂市中里342-3

0893000034

社会福祉法人 聖朋会

特別養護老人ホームサンシャインつくば

029-897-0101

3000127 茨城県かすみがうら市上大堤210-27

0895300010

社会福祉法人 常山会

特別養護老人ホーム 玉寿荘

0299-55-3636

3113513 茨城県行方市手賀1854-1

0891000028

社会福祉法人はくさん

特別養護老人ホームはなみずきの杜

0296-54-5211

3040811 茨城県下妻市下栗1223

0891400046

社会福祉法人 愛正会

松籟荘 サテライト 安良川別館

0293-44-3558

3180021 茨城県高萩市安良川963-10

0892000191

社会福祉法人 筑南会

トレランス田村

029-893-3126

3050854 茨城県つくば市上横場2290-9

0890300072

プルメリア訪問介護株式会社

プルメリア訪問介護株式会社神立営業所

029-886-3018

3000012 茨城県土浦市神立東2-30-61

0892200023

株式会社エヌエスサービス

ふくふく鹿嶋

0479-46-0114

3140031 茨城県鹿嶋市宮中3820-1

0890700057

株式会社やさしい手

やさしい手結城定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所

0296-34-8533

3070001 茨城県結城市結城9802-1

0892500133

医療法人 博仁会

おおみやホームヘルパーステーション

0295-53-1192

3192261 茨城県常陸大宮市上町321

0892600081

社会福祉法人ナザレ園

ナザレ園定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所

029-296-0177

3192103 茨城県那珂市中里342-3

0890100134

公益社団法人 茨城県看護協会

公益社団法人茨城県看護協会複合型サービ
ス事業所絆

029-303-2950

3100034 茨城県水戸市緑町3-5-40

0892000175

医療法人社団 健康尚仁会 飯村医院

複合型サービス なかよし

029-867-0177

3004231 茨城県つくば市北条4326-2

0895400042

医療法人 三尚会

複合型サービス事業所にこにこ

0291-34-2520

3111517 茨城県鉾田市鉾田2570

0895400043

医療法人社団 三位会

複合型サービス事業所Lucky

0299-77-5099

3140125 茨城県神栖市高浜2494-12

