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1 株式会社　按幸堂 デイサービス結里庵 〇 527-0125 東近江市小田苅町1834-2 0749-45-0120 0749-45-0127 2570500856 -

2 株式会社 泉倉庫
いずみ介護サービス
おがわ　デイサービス

○ 521-1204 東近江市小川町3317 0748-42-1777 0748-42-5777 2570500724 kaigo@izumisoko.co.jp

3 株式会社 泉倉庫
いずみ介護サービス
デイハウス　ひふみ

○ 529-1643 蒲生郡日野町里口48 0748-53-0866 0748-53-2346 2591500075 dai-hihumi@yahoo.co.jp

4 株式会社 クレール デイサービス　りゅうおう ○ 520-2572 蒲生郡竜王町大字西川字中筋1457－5 0748-58-1107 0748-58-1107 2571500368 -

5 株式会社 シダー
あおぞらの里
建部デイサービスセンター

○ 527-0006 東近江市建部日吉町376番地 0748-20-0172 0748-20-0181 2570500203 ds-tatebe@cedar-web.com

6 株式会社スイッチオンサービス スイッチオン五個荘 ○ 529-1415 東近江市五個荘五位田町592番地 0748-48-6555 0748-48-6556 2570501052 -

7 株式会社スイッチオンサービス デイサービススイッチオン竜王 ○ 520-2552 蒲生郡竜王町大字小口廣谷1303-24 0748-58-2820 0748-58-2830 2571500483 furuyama@switchon-service.jp

8 株式会社スイッチオンサービス デイサービススイッチオン能登川 ○ 521-1223 東近江市猪子町108-1 0748-42-0664 0748-42-0661 2570501243 morita@switchon-service.co.jp

9 株式会社　ツクイ ツクイ東近江おきの ○ 527-0033 東近江市東沖野2-2-34 0748-20-1707 0748-20-1709 2570500948 youhei_horike@tsukui.net

10 株式会社　ツクイ ツクイ近江八幡鷹飼 ○ 523-0896 近江八幡市鷹飼町北4-21-2 0748-31-1120 0748-31-1130 2570400719 hideo_shimabayasi@tsukui.net

11 株式会社 ドリエジョ ゆめさとデイサービス ○ 529-1628 蒲生郡日野町西大路井上434-2 0748-53-8722 0748-53-8723 2571500194 yumesato@ex.biwa.ne.jp

12 株式会社フィレッジ
愛近江ゆとろぎ
デイサービス

○ 527-0131 東近江市勝堂町1702 0749-45-3788 0749-45-5556 2570500542 info_fillege@yahoo.co.jp

13 株式会社ベストライフ
ベストライフデイサービスセンター
近江八幡

○ 523-0032 近江八幡市白鳥町30-3 敷島第2ビル103号 0748-36-6020 0748-36-6020 2570400545 -

14 株式会社 雅 地域福祉館　雅 ○ 527-0113 東近江市池庄町1554-2 0749-45-0100 0749-45-0171 2570500807 sakata@k-miyabi.co

15 有限会社 エルデ企画 デイサービスセンター年輪 ○ 527-0074 東近江市市辺町3834 0748-20-3711 0748-20-3712 2570500617 nishimura@e-nenrin.com

16 有限会社 コザワ建装 デイサービスおおきに ○ 529-1648 蒲生郡日野町いせの46 0748-52-5300 0748-36-1499 2571500384 -

17 有限会社東近江介護センター あおのぎデイサービス ○ 527-0045 東近江市中小路町682-1 0748-43-1155 0748-43-1166 2570501235 -

18 合同会社KSKプロジェクト デイサービスおひさま ○ 527-0045 東近江市中小路町549-4 0748-24-3106 0748-24-3107 2570500534 -

19 医療法人 敬絆会
認知症対応型デイサービス
木のおうちいっぷく家

○ 520-2511 蒲生郡竜王町林1346 0748-57-1058 0748-57-1058 2591500117 -

20 医療法人 敬絆会
認知症対応型デイサービス
ケアホーム木もれび

○ 523-0004 近江八幡市西生来町2402-17 0748-41-0123 0748-37-7436 2590400178 -

21 医療法人 敬絆会 デイサービスいっぶく老蘇庵 ○ 521-1334 近江八幡市安土町西老蘇964 0748-46-8581 0748-46-8581 2570400768 -

22 医療法人 敬絆会 デイサービスアクティブプラザ虹 ○ 523-0811 近江八幡市長田町2200 0748-37-1458 0748-37-1459 2570400750 -
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23 医療法人社団 幸信会
青葉メディカル
夕暮れデイセンター

○ 527-0039 東近江市青葉町1-46 0748-22-5077 0748-23-6606 2510500693 aoba-med@beach.ocn.ne.jp

24 公益社団法人 滋賀県看護協会
（公社）滋賀県看護協会
療養通所介護事業所

○ 527-0022 東近江市八日市上之町1-39 0748-23-8654 0748-23-9077 2560590016 kango-st@sirius.ocn.ne.jp

25 社会福祉法人オアシス倶楽部 オアシスデイサービスセンター ○ 523-0022 近江八幡市馬淵町690 0748-38-0294 0748-38-0297 2570400065 ods@mx.bw.dream.jp

26 社会福祉法人 一善会 デイサービスセンター赤煉瓦の郷 ○ 523-0084 近江八幡市船木町59-3 0748-34-7126 0748-34-7124 2570400016 m1zenkai@hottv.ne.jp

27 社会福祉法人 恵泉会 菊水園デイサービスセンター ○ 527-0115 東近江市下里町789 0749-45-1518 0749-45-1532 2570500260 kikusuien@muo.biglobe.ne.jp

28 社会福祉法人 恵泉会 菊水神郷デイサービスセンター ○ 521-1213 東近江市神郷町1076-1 0748-43-0728 0748-43-0728 2570500997 -

29 社会福祉法人 小羊会 デイサービスセンターあっとほーむ ○ 523-0084 近江八幡市船木町1192-5 0748-31-3132 0748-31-3144 2570400297 attohome@kohitujikai.net

30 社会福祉法人 小羊会 デイサービスセンターむべの里 ○ 523-0806 近江八幡市北之庄町1103 0748-32-7254 0748-32-7256 2570400081 kohituji@kohitujikai.net

31 社会福祉法人 小羊会 デイサービスセンターむべの里・島 ○ 523-0087 近江八幡市北津田町346-15 0748-32-3651 0748-32-3653 2570400354 ohoribata@kohitujikai.net

32 社会福祉法人 小羊会 老喜の里 ○ 523-0801 近江八幡市沖島町343番地の3 080-1516-9537 - 2580400014 okinosato@kohitujikai.net

33 社会福祉法人サルビア会 水茎の里デイサービスセンター ○ 523-0072 近江八幡市牧町1885 0748-33-5321 0748-32-4630 2570400073 suikeisk@ii-kaigo.or.jp

34 社会福祉法人 慈照会 デイサービスセンターカルナハウス ○ 527-0001 東近江市建部下野町797 0748-23-3250 0748-22-3250 2570500054 karuna01@jishoukai.or.jp

35 社会福祉法人 慈照会
デイサービスセンターカルナハウス
認知症対応型

○ 527-0001 東近江市建部下野町797 0748-23-3250 0748-22-3250 2570500054 karuna01@jishoukai.or.jp

36 社会福祉法人 真寿会 能登川園デイサービスセンター ○ 521-1201 東近江市新宮町547 0748-42-7025 0748-42-7026 2570500401 shinjyut@jeans.ocn.ne.jp

37 社会福祉法人 八起会 もみじデイサービスセンター ○ 527-0212 東近江市永源寺高野町431-2 0748-27-2031 0748-27-2032 2570500237 momiji@ninus.ocn.ne.jp

38 社会福祉法人 八幸会 こぼしデイサービスセンター ○ 527-0074 東近江市市辺町3477 0748-20-0511 0748-20-0575 2570500179 koboshi@wonder.ocn.ne.jp

39 社会福祉法人 花水木会
近江八幡通所介護事業所
あかつきの郷

○ 523-0037 近江八幡市東町414 0748-37-8126 0748-37-8050 2570400123 akatuki@aria.ocn.ne.jp

40 社会福祉法人 日野友愛会 デイサービスセンター誉の松 ○ 529-1634 蒲生郡日野町深山口524 0748-53-0261 0748-53-0611 2571500012 homare@mx.biwa.ne.jp

41 社会福祉法人 日野友愛会 沖野原デイサービス ○ 527-0034 東近江市沖野三丁目10-18 0748-22-7555 0748-22-7557 2570500500 okinohara@ex.bw.dream.jp

42 社会福祉法人ほおの木 デイケアハウスおかえり ○ 523-0041 近江八幡市中小森町600 0748-31-3150 0748-31-3151 2590400129 -

43 社会福祉法人ほのぼの会 デイサービスセンターふれあい 〇 523-0015 近江八幡市上田町1315-1 0748-37-8716 0748-37-8866 2570400818 hureai@honobonokai.com

44 社会福祉法人 雪野会 第１デイサービス万葉の里 ○ 520-2531 蒲生郡竜王町山之上632 0748-57-2100 0748-57-2105 2571500020 manyounosato@rmc.ne.jp
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45 社会福祉法人 雪野会 第２デイサービス万葉の里 ○ 520-2531 蒲生郡竜王町山之上6068 0748-57-2106 0748-57-2107 2571500152 manyounosato@rmc.ne.jp

46 社会福祉法人 六心会 清水苑デイサービスセンター ○ 529-1441 東近江市五個荘川並町268 0748-48-5000 0748-48-6100 2570500211 seisuien@ceres.ocn.ne.jp

47
社会福祉法人
近江八幡市社会福祉協議会

デイサービスセンンター
ひまわり

○ 523-0082 近江八幡市土田町1313 0748-34-6905 0748-31-0161 2570400453 day@zc.ztv.ne.jp

48
社会福祉法人
近江八幡市社会福祉協議会

デイサービスセンター
きらめきあづち

○ 521-1342 近江八幡市安土町上出908-1 0748-46-7219 0748-46-8343 2570400461 a-shakyo@zc.ztv.ne.jp

49
社会福祉法人
東近江市社会福祉協議会

東近江市社会福祉協議会
デイサービスセンター　ハートピア

○ 527-0016 東近江市今崎町21-1 0748-24-2940 0748-24-1313 2570500021 eomishakyo-youkaichi@e-omi.en.jp

50
社会福祉法人
東近江市社会福祉協議会

東近江市社会福祉協議会
デイサービスセンター ゆうあいの家

○ 527-0212 東近江市永源寺高野町437 0748-27-2066 0748-27-2067 2570500310 eomishakyo-eigenji@e-omi.ne.jp

51
社会福祉法人
東近江市社会福祉協議会

東近江市社会福祉協議会
デイサービスセンターじゅぴあ

○ 527-0162 東近江市妹町29 0749-46-2044 0749-46-8066 2570500336 eomishyakyo-aito@e-omi.ne.jp

52
社会福祉法人
東近江市社会福祉協議会

東近江市社会福祉協議会
デイサービスセンターあさひの

○ 529-1522 東近江市鋳物師町708番地1 0748-55-8501 0748-55-5601 2570500443 eomishakyo-asahino@e-omi.ne.jp

53
社会福祉法人
東近江市社会福祉協議会

東近江市社会福祉協議会
デイサービスセンターちゃがゆの郷

○ 521-1241 東近江市乙女浜町527番地 0748-45-8033 0748-45-8033 2590500043 eomishakyo-chagayunosato@e-omi.ne.jp

54
社会福祉法人
日野町社会福祉協議会

デイサービスひだまり ○ 529-1642 蒲生郡日野町上野田273-2 0748-52-5556 0748-52-5544 2571500251 fukushi@rmc.ne.jp

55 グリーン近江農業協同組合
ＪＡグリーン近江
デイサービスセンターのどか

○ 523-0041 近江八幡市中小森町1138 0748-33-2000 0748-33-5106 2570400024 kaigo@jagreenohmi.jashiga.co.jp

56
特定非営利活動法人
近江福祉会

デイサービスともの家 ○ 529-1551 東近江市宮川町667-89 0748-55-3370 0748-26-1803 2570500781 -

57
特定非営利活動法人
近江福祉会

デイサービスともの家ひの ○ 529-1603 蒲生郡日野町大窪1363 0748-26-1523 0748-26-1526 2571500400 -

58 特定非営利活動法人 加楽 デイサービスセンター加楽 ○ 527-0157 東近江市下中野町637番地 0749-46-0608 0749-46-0650 2570500583 karaku@sand.ocn.ne.jp

59 特定非営利活動法人 加楽 デイサービスセンターてんまや ○ 527-0006 東近江市建部日吉町312番地 0748-36-2112 0748-36-2113 2590500217 karakutenmaya@gmail.com

60
特定非営利活動法人
キアラカーザ

デイサービスセンター
みなみ風

○ 523-0058 近江八幡市加茂町3651-7 0748-36-0373 0748-36-5885 2570400321 -

61
特定非営利活動法人
しみんふくしの家八日市

ほっとタイム ○ 527-0033 東近江市東沖野2丁目5-5 0748-23-7042 0748-23-7042 2590500209 hottime@shimin-yokaichi.net

62
特定非営利活動法人
ＮＰＯふくし永源寺

認知症対応型デイサービス
やすらぎの里

○ 527-0231 東近江市山上町5045 0748-27-1555 0748-27-0529 2590500050 yasuraginosato1555@piano.ocn.ne.jp

63
特定非営利活動法人
ＮＰＯふくし永源寺

デイサービスひいらぎの里 ○ 527-0086 東近江市上平木町1150 0748-24-5353 0748-24-5355 2570500906 -

64
特定非営利活動法人
ＮＰＯ結の家

結の家デイサービスセンターとの ○ 527-0166 東近江市愛東外町700-1 0749-46-1740 0749-46-8272 2570500385 -

65
特定非営利活動法人
ＮＰＯ結の家

結の家デイサービスセンターおぐら ○ 527-0165 東近江市小倉町1975-2 0749-46-2166 0749-46-8272 2570500873 -

66 特定非営利活動法人 遊夢 デイサービスセンター遊夢 ○ 520-2531 蒲生郡竜王町山之上2557 0748-57-0294 0748-57-0360 2571500285 ds-yumu@zeus.eonet.ne.jp
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67 特定非営利活動法人 遊夢
デイサービスセンター遊夢
サテライト栞

○ 520-2564 蒲生郡竜王町山面35-199 0748-26-3957 0748-26-3959 2571500426 ds-shiori@nike.eonet.ne.jp

68 特定非営利活動法人やおみ デイサービス　やおみ ○ 523-0894 近江八幡市中村町628 0748-33-4854 0748-31-0039 2570400602

69
特定非営利活動法人
ゆりかごネット

ゆりかごネット
デイサービスセンター

○ 527-0017 東近江市昭和町1095-1 0748-22-6279 0748-26-5124 2570500187

70
特定非営利活動法人
りゅうおう

デイハウス須恵の郷 ○ 520-2561 蒲生郡竜王町大字須恵48番地3 0748-58-3513 0748-58-3513 2591500067 -

71 株式会社　インフォケア 生活リハビリデイサービスわらい ○ 527-0034 東近江市沖野5丁目10-8 0748-56-1460 0748-56-1433 2590500241 infokeawarai@gmail.com
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