支援実績一覧
【関係業者一覧】
畑中・元沢合同事務所
株式会社 フィールズ
株式会社 マスダ
仙台有料老人ホーム紹介支援センター あすてる
株式会社 KSB
はやて司法書士事務所
株式会社 七洋
株式会社 たいよう総合 エフ・マネジメント
島守経営労務事務所
株式会社 エム経営コンサルタント
合同会社 ライストア
青い森総合建設株式会社
環境設備開発株式会社
オーシャンマテリアル株式会社
株式会社ユニクエスト
小さなお葬式
西山葬儀社
株式会社 鎌倉新書
曹洞宗 岩龍山 凉雲院
社会福祉法人 道友会
株式会社 松橋不動産
有限会社オフィスエステート
ロッキー不動産
アーク賃貸保証会社
ウィンスト合同会社
長田広告株式会社
株式会社東北産業
ふれ愛プラザあおば あっとワーク
株式会社ベストライフ
有限会社インテリア原田
株式会社アットティー
株式会社デーリー東北新聞社
株式会社STE
消費者信用生活協同組合
おいらせ町役場
社会福祉法人 おいらせ町社会福祉協議会
階上町役場
八戸市高齢者支援センター
八戸市建築住宅課
八田グループ
玉姫グループ
株式会社山村総本店
八戸市高齢福祉課
八戸市生活福祉課
八戸市介護保険課
(有)インテリア原田

【入居施設一覧】
指定障害者支援施設 青森コロニーリハビリ
社会福祉法人 秋葉会 障がい者支援施設 八太郎山療護園
社会福祉法人 秋葉会 八太郎山の家 訪問介護ステーション
社会福祉法人 道友会 有料老人ホーム 根城の郷
住宅型有料老人ホーム フォーリーフ
ラ・ナシカせんだい
住宅型有料老人ホームねむのき
有料老人ホーム白桜
グループホーム妙水苑
医療法人 仁泉会 グループホームしろがね
特別養護老人ホームサンシャイン
宿泊型自立訓練事業所 清里
精神障害者グループホーム サンフラワー
社会福祉法人 福生会 サ高住 カームライフサン・スマイル
イリエール
サービス付き高齢者向け住宅 サコージュ塩入
生協たむかいの家
青明舎
看護小規模多機能ホーム ラインヒルズ
社会福祉法人 サポートセンター虹
特別養護老人ホーム 見心園
養護老人ホームクローバーズ・ピア
住宅型有料老人ホーム 陽和
財団医療法人 謙昌会 グループホーム あんずの家
指定障害者支援施設 青森コロニーセンター
社会福祉法人 やすらぎ会 白山台やすらぎ館
社会福祉法人 同伸会 あんずの里 小規模多機能ホール にいだ
社会福祉法人 八戸市社会福祉事業団 養護老人ホーム長生園
小規模デイサービス ひだまり家はしかみ
星陵クリニックグループ 医療法人星陵会 介護老人保健施設 すこやか
八太郎山の家
有料老人ホーム マイライフ
有料老人ホーム 白山台
介護老人保健施設 challengeすこやか
サービス付き高齢者住宅リゾート「きずな」
住宅型有料老人ホーム だいりん
サービス付き高齢者住宅 シニアパンションむつ
デイサービスセンター ゆりの木園
医療法人 杏林会 ケアハウス華物語
住宅型有料老人ホーム 愛和の里
ケアハウス根城エレンシア
介護老人保健施設 リハビリパーク
あんずの里 小規模多機能ホーム おりあい
ライブラリ泉中央
介護付有料老人ホーム シーガル
住宅型有料老人ホーム ちょうじゃ様の宿
サービス付き住宅 しもなが
医心館
住宅型有料老人ホーム あおい
社会福祉法人 白銀会 八戸グリーンハイツ
やまぶきの里
有料ホーム かざみどり
国見幸迎館

【居宅介護支援事業所】
アーチ居宅介護支援事業所
ケアプランセンター オードリー絆
ニチイケアセンター湊高台
福寿草居宅介護支援センター
居宅介護支援事業所 しもだ
医療法人康和会 ちょうじゃの森 在宅介護支援センター
介護相談ステーションかっこうの森 こなかの
株式会社 ゲート ケアプランセンター オードリー
ニチイケアセンター八戸
たむかい寿楽荘居宅介護支援事業所
財団医療法人 謙昌会 介護支援事業所 ケア・ネット
社会福祉法人 やすらぎ会 相談支援センター やすらぎ
社会福祉法人 愛桂会 ひばりの里 居宅介護支援事業所
社会福祉法人 同伸会 瑞光園 ケアマネステーション 山手通り
社会福祉法人 同伸会 瑞光園 居宅介護支援センター
社会福祉法人 道友会 いこい苑在宅介護支援センター
社会福祉法人 八戸市社会福祉事業団 居宅介護支援事業所
障害者相談・活動支援センターぴあみなと
青森県生活困窮者自立相談支援事業 「三戸地域自立相談窓口」
地域生活支援センター青明舎
八戸医療生協 生協居宅介護支援事業所
八戸市立市民病院 地域医療連携室
八戸赤十字病院 地域医療連携室
弘前第二包括支援センター
社会福祉法人 友の会 ほっとハウス
小規模多機能型居宅介護 まべちの風
在宅介護支援センター かわうち

《病院》
医療法人 青仁会 青南病院
医療法人 平成会 八戸平和病院
独立行政法人 労働者健康安全機構 青森労災病院
社会医療法人 松平病院
メディカルコート 八戸西病院
医療法人 清照会 湊病院
一般社団法人 むつ下北医師会 むつリハビリテーション病院
むつ総合病院
はち内科・消化器内科クリニック
医療法人 メディカルフロンティア やわたクリニック
医療法人社団豊仁会 八戸城北病院
八戸市立市民病院
日本赤十字社 八戸赤十字病院
医療法人 杏林会 みちのく記念病院
独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター
一般社団法人 済誠会 十和田済誠会病院
十和田市立中央病院
医療法人 謙昌会 総合リハビリ美保野病院
室岡整形外科記念病院
医療法人 仁桂会 佐々木泌尿器科病院
医療法人 弘仁会 於本病院
医療法人 菅野愛生会 緑ヶ丘病院
医療法人 はちのへファミリークリニック
医療法人 メディカルフロンティア やわたクリニック
はるみ眼科循環器内科クリニック
下長内科クリニック
医療法人 恵正会 長谷川内科胃腸科医院
社会医療法人 康陽会 中嶋病院

《不動産会社》
八代産業株式会社
株式会社 コアラハウス
有限会社アルプス不動産
ビレッジハウス・マネジメント株式会社
有限会社 あさひ不動産
(有)土地開発
中部開発株式会社
佐々木商事株式会社
有限会社 みなと宅建
アパマンショップ八戸店 有限会社 白銀不動産
(株)まるよし産業
(有)恵不動産エイブルネットワーク八戸中央店
(有)古川不動産
(株)サンロク八戸店
(株)太陽地所 八戸支店
株式会社 マルタカ不動産
センチュリー21 株式会社 住通
(株)ベストライフ
あい不動産
(株)北田定弥不動産
ひかり不動産
有限会社 くじら不動産
かしわさき不動産

【障がい者支援施設】
社会福祉法人 のぞみ会 のぞみ園
クリサンセマムコーポレーション株式会社
社会福祉法人

NPO法人

ぶさん会

指定就労継続支援B型事業所

ワーカーズコープここロード

【その他】
有限会社 ポニークリーニング
宝商工 株式会社
ワタキューセイモア株式会社
株式会社 サンメディカル 八戸店
有限会社 ケアショップ のざわ
ナルクはちのへ
社会福祉協議会 まもりーぶ仙台
一般社団法人 ミンナソラノシタ

【保険会社】
明治安田生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
東京海上日動火災保険株式会社

ワーク柿の木苑

