
ブライト500 6法⼈
法⼈名
医療法⼈弘鳳会　おぐりクリニック 滋賀県 ⻑浜市
社会福祉法⼈愛耕福祉会 島根県 雲南市
社会福祉法⼈アンダンテ 広島県 福⼭市
社会福祉法⼈柚の⽊福祉会 福岡県 志免町
医療法⼈藤⾵会 熊本県 熊本市
医療法⼈柊優会 ⼤分県 ⼤分市

中⼩規模法⼈ 93法⼈
法⼈名

社会福祉法⼈岩⾒沢光明舎 北海道 岩⾒沢市
社会福祉法⼈千年会 ⻘森県 弘前市
社会福祉法⼈⽔鏡会 ⻘森県 南部町
社会福祉法⼈みちのく⼤寿会 岩⼿県 洋野町
社会福祉法⼈すばる ⼭形県 寒河江市
医療法⼈すこやか 福島県 福島市
医療法⼈福島アフターケア協会　⼤河内記念病院 福島県 いわき市
社会福祉法⼈陽⼭会 茨城県 ⽯岡市
社会福祉法⼈潮福祉会 茨城県 ひたちなか市
社会福祉法⼈梅の⾥ 茨城県 茨城町
医療法⼈厚福会福島⻭科医院 群⾺県 伊勢崎市
医療法⼈明寿会⽯北医院 群⾺県 渋川市
医療法⼈春⾹会 群⾺県 みどり市
医療法⼈いのクリニック 埼⽟県 熊⾕市
医療法⼈クレモナ会 埼⽟県 熊⾕市
医療法⼈社団德昌会 埼⽟県 越⾕市
医療法⼈慈公会　公平病院 埼⽟県 ⼾⽥市
医療法⼈社団⼤志会 埼⽟県 ⼋潮市
医療法⼈社団隆陽会 千葉県 千葉市
医療法⼈社団S.H.M.K. 千葉県 船橋市
医療法⼈社団松恵会 千葉県 松⼾市
医療法⼈社団尚誠会 千葉県 松⼾市
医療法⼈社団愛世会 千葉県 野⽥市
社会福祉法⼈光福祉会 千葉県 旭市
社会福祉法⼈⻘葉学園 千葉県 習志野市
社会福祉法⼈慈徳会 千葉県 東庄町
社会福祉法⼈信和会 千葉県 ⻑南町
医療法⼈社団ユニバース 東京都 板橋区
医療法⼈社団真悠会 東京都 ⾜⽴区
医療法⼈社団栄昂会 東京都 葛飾区
社会福祉法⼈⾦沢⻄福祉会 ⽯川県 ⾦沢市

所在地

所在地



社会福祉法⼈郷福祉会郷こども園 ⽯川県 ⽩⼭市
社会福祉法⼈やまびこ ⽯川県 津幡町
社会福祉法⼈希望園 福井県 ⼤野市
社会福祉法⼈奥湯村福祉会 ⼭梨県 甲府市
医療法⼈静正会 ⼭梨県 甲斐市
社会福祉法⼈からし種の会 ⻑野県 佐久市
医療法⼈社団ＳＳＤＣ 静岡県 静岡市
社会福祉法⼈海光会 静岡県 熱海市
医療法⼈笑顔会 愛知県 名古屋市
医療法⼈オリエンタルクリニック 愛知県 名古屋市
社会福祉法⼈フィロス 愛知県 名古屋市
医療法⼈陽明会 愛知県 名古屋市
社会福祉法⼈としなが福祉会 愛知県 豊川市
医療法⼈⽩⻘会 愛知県 豊⽥市
医療法⼈カワイ外科 愛知県 蒲郡市
社会福祉法⼈楽笑 愛知県 蒲郡市
医療法⼈る・ぷてぃ・らぱん 愛知県 ⼤府市
社会福祉法⼈ウェルハート厚⽣会 三重県 明和町
社会福祉法⼈あいの⼟⼭福祉会　エーデル⼟⼭ 滋賀県 甲賀市
医療法⼈純康会　徳地⻭科医院 京都府 京都市
社会福祉法⼈正親福祉会 京都府 京都市
医療法⼈創健会 京都府 京都市
医療法⼈敬節会 ⼤阪府 ⼤阪市
医療法⼈健⽣会 ⼤阪府 ⼤阪市
社会福祉法⼈育伸会　わんわん保育園 ⼤阪府 ⼤阪市
医療法⼈時和会 ⼤阪府 ⼤阪市
医療法⼈ラ・クォール会 ⼤阪府 ⼤阪市
社会福祉法⼈⽇光会 ⼤阪府 豊中市
社会福祉法⼈はぁとふる ⼤阪府 ⽻曳野市
医療法⼈誠仁会りょうき⻭科クリニック ⼤阪府 東⼤阪市
社会福祉法⼈パレット会 兵庫県 たつの市
社会福祉法⼈あけび 奈良県 ⽣駒市
社会福祉法⼈⽥原本町社会福祉協議会 奈良県 ⽥原本町
社会福祉法⼈広陵福祉会 奈良県 広陵町
社会福祉法⼈⻄⼤和⽩鳳会 奈良県 河合町
医療法⼈豊⽣会　介護⽼⼈保健施設でぃあほうむ吉野 奈良県 ⼤淀町
社会福祉法⼈しあわせ 和歌⼭県 和歌⼭市
社会福祉法⼈黎明菫会 和歌⼭県 御坊市
医療法⼈いきいき．クリニック 島根県 松江市
医療法⼈社団プライムケア岡⼭ 岡⼭県 岡⼭市
社会福祉法⼈愛和会 岡⼭県 津⼭市
社会福祉法⼈津⼭福祉会 岡⼭県 津⼭市



医療法⼈社団淳和会　⻑⾕川紀念病院 岡⼭県 新⾒市
社会福祉法⼈旭⽔会 岡⼭県 ⾚磐市
医療法⼈睦会 岡⼭県 ⾚磐市
医療法⼈健康倶楽部 広島県 広島市
社会福祉法⼈正仁会 広島県 広島市
社会福祉法⼈ひろしま四季の会 広島県 広島市
社会福祉法⼈宙 広島県 廿⽇市市
社会福祉法⼈⼤原福祉会 徳島県 徳島市
社会福祉法⼈揺籃福祉会 徳島県 徳島市
社会福祉法⼈池⽥博愛会 徳島県 三好市
社会福祉法⼈⼤洲育成園 愛媛県 ⼤洲市
社会福祉法⼈南⾵会 福岡県 北九州市
医療法⼈恵⼈会 福岡県 ⽷島市
医療法⼈諸隈病院 佐賀県 佐賀市
社会福祉法⼈⽇春会 ⻑崎県 ⻑崎市
社会福祉法⼈⽩富会 熊本県 熊本市
社会福祉法⼈善隣会 熊本県 熊本市
社会福祉法⼈たんぽぽ会 ⿅児島県 ⿅児島市
医療法⼈湯⽥⻭科医院 ⿅児島県 ⿅児島市
医療法⼈⼆三和会 ⿅児島県 枕崎市


