
R3.10.21現在

事 業 所 名 郵便番号 住    所 所在地域 法　人　名 電 話 番 号

あしたば介護ステーション 515-0033 松阪市垣鼻町1753-3 市外 有限会社ライフサイエンス 0598-25-6888

株式会社あそか 514-0015 津市寿町7-11 津 株式会社あそか 059-253-3073

あいむケアサービス 514-0012 津市末広町2番5号 津 株式会社アイアム 059-253-6541

有限会社With A Will 514-0831 津市本町26番16号 津 有限会社With A Will 059-223-4366

おもいやり介護の会つくしんぼ 514-0057 津市一色町240 津
特定非営利活動法人おもいや
り介護の会つくしんぼ

059-237-0395

ヘルパーステーション輝 515-2322 松阪市嬉野須賀町1332-9 市外 有限会社　輝 0598-31-2010

共同連三重 514-1252 津市稲葉町2386-63 久居
特定非営利活動法人共同連三
重

059-202-5782

ヘルパーステーション　コーケン 514-0015 津市寿町11番28号 津 有限会社コ－ケン 059-226-8801

菰野町ホームヘルパーステーションけや
き

510-1253
三重郡菰野町潤田1281
菰野町保健福祉センター「けやき」内

市外
社会福祉法人　菰野町社会福
祉協議会

059-394-1294

さくらさくら居宅介護事業所 513-0012 鈴鹿市石薬師町171-7 市外 特定非営利法人さくらさくら 0593-74-1899

実践津 514-0834 津市大倉10-21 津 社会福祉法人実践 059-225-4320

鈴鹿けやき苑 513-0012 鈴鹿市石薬師町字寺東452-68 市外 社会福祉法人けやき福祉会 059-373-2222

セントケア津 514-0004 津市栄町1-855　林ビル1階 津 セントケア三重株式会社 059-246-0020

ニチイケアセンター津 514-0805 津市下弁財町津興２４４ 津 株式会社　ニチイ学館 059-221-6607

ニチイケアセンター津中央 514-0033 津市丸之内8番3号　丸の内ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ1階 津 株式会社　ニチイ学館 059-226-8527

ニチイケアセンター八町 514-0042 津市新町２丁目８－１２ 津 株式会社　ニチイ学館 059-213-7621

津市社協訪問介護事業所（北部） 510-0314 津市河芸町浜田868 河芸
社会福祉法人　津市社会福祉
協議会

059-245-8888

津市社協訪問介護事業所（白山） 515-2603 津市白山町川口892 白山
社会福祉法人　津市社会福祉
協議会

059-262-7029

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ　なかよし 513-0833 鈴鹿市庄野共進1丁目4番3号 市外 有限会社なかよし 0593-70-8227

ホームヘルプサービスゆーゆ 518-0603 名張市西原町長尾2622 市外 社会福祉法人名張育成会 0595-65-0874

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ花紬 514-2211 津市芸濃町椋本3805-2 芸濃 社会福祉法人いろどり福祉会 059-265-6600

特定非営利活動法人ピアサポートみえ 514-0035 津市西丸之内7番20号 津
特定非営利活動法人ピアサ
ポートみえ

059-213-9577

久居訪問介護ステーション　シルバーケ
ア豊壽園

514-1118 津市久居新町3006 ポルタ久居3F 久居 社会福祉法人洗心福祉会 059-254-3600

津中央ヘルパーステーション　シルバー
ケア豊壽園

514-0831 津市本町26番地13号2F 津 社会福祉法人洗心福祉会 059-222-7700

訪問介護事業所まこと 514-0818 津市城山２丁目２１番４号 津 平和株式会社 059-238-6018

ヘルパーステーション　あんじゅ 514-1107 津市久居中町134-46 久居
有限会社　岡金トータルサー
ビス

059-255-1950

ティアラ　リノ 514-0823 津市半田287-1 津
特定非営利活動法人　ティア
ラ

059-229-7002

ファースト 514-0823 津市半田399-1 津
特定非営利活動法人CIL・
ARCH

059-264-7739

介護ステーション　でんでんむし 515-2344 松阪市美濃田町535番地 市外 有限会社　川端成形工業 0598-63-1812

訪問介護事業所サザンコート 514-0005
津市鳥居町167-10　山の手サザンコート
E101

津 有限会社　サザンコート 059-227-3533

こももケアサービス 514-0027 津市大門5番12号 津 株式会社ＷＡＶＥ 059-202-3894

ヘルパーステーション　ほのか 515-2132 松阪市松崎浦町506番地 市外 株式会社　ベストライフ 0598-50-1188

ヘルパーステーション　えん 515-0078 松阪市春日町3-33 市外 合同会社　えん 0598-30-6630

せせらぎシルバーサービス有限会社 514-1251 津市榊原町10844番地の1 久居
せせらぎシルバーサービス有
限会社

059-252-1664

けあらーず中村指定訪問介護事業所 453-0801 名古屋市中村区太閤二丁目12番15号 市外 株式会社　セラム 052-459-6664

訪問介護事業所　ケア24ひかり 514-0022 津市愛宕町132 津 島上株式会社 059-273-5970

訪問介護事業所　うさぎ 515-0044 松阪市久保町1796番地8 市外 株式会社守コーポレーション 0598-31-1204

ヘルパーステーションなかよし 514-0018 津市中河原613-1 津 特定非営利活動法人なかよし 059-229-7944

ケア24なかよし 514-0303 津市雲出長常町1548番地 津 株式会社　中川 059-235-5007

ヘルパーステーションつくし 510-0225 鈴鹿市若松東2丁目20番19号 市外
株式会社　ケアサポートつく
し

059-385-2552

優心ホームヘルプサービス 519-2181 多気郡多気町相可364番地1 市外 特定非営利活動法人多気優心 0598-38-3853
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あったか介護おひさま 514-0819 津市高茶屋2丁目35-4 津 株式会社おひさま 059-202-3805

居宅介護事業所　そらまめ 513-0823 鈴鹿市道伯一丁目１番８号 市外 合同会社　GreenHand 059-324-7756

ニチイケアセンター鈴鹿 510-0235 鈴鹿市南江島町12番20号 市外 株式会社　ニチイ学館 059-380-0616

訪問介護　虹の華 515-0045 松阪市駅部田町847-5 市外 合同会社　愛心 0598-54-1001

ヘルパーステーション　スカイ 514-1254 津市森町165番地 久居 株式会社　スカイ 059-254-2525

居宅介護　みのり 514-0011 津市高洲町23-25 津 株式会社　プレサージュ 090-3938-7570

ハートアーク 518-0623 名張市桔梗が丘3-1-1　睦ビル2F-2 市外
合同会社フォーライトワーク
ス

0595-41-0766

特定非営利活動法人　おたすけBILLY 515-0063 松阪市大黒田町1606番地8 市外
特定非営利活動法人
おたすけBILLY

0598-23-8900

ホームケア南郊 515-0044 松阪市久保町1553番地2 市外 株式会社　ホームケア南郊 0598-31-1401

訪問介護ステーション　虹星NANASE 515-0012 三重県松阪市東町59-6 市外 株式会社　ディアマン松阪 090-7869-2103

居宅介護事業所　スマイル 514-0027
津市大門7番15号　津センターパレス3階
津市市民活動センター内

津 特定非営利活動法人メイク 059-226-6999

ヘルパーステーション　ゆめ 514-0819 津市高茶屋五丁目２番地34 津 合同会社　ゆめ 059-269-7542

ケアセンター虹 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋1043-5 市外 有限会社　虹 073-476-5505

あゆみ野訪問介護事業所 514-2211 津市芸濃町椋本6215-1 芸濃
特定非営利活動法人　安濃津
福祉会

059-265-6700

介護事業所　ライフコネクト 515-2321
松阪市嬉野中川町1847-1　ハイム中川103
号

市外 合同会社　ライジング 0598-30-8388

ヘルパーステーション　きら 640-1173 和歌山県海南市椋木131-3 市外 株式会社　きら 073-487-5511

有限会社　ケアーセンターフォー，ユー 633-1303 奈良県宇陀郡御杖村土屋原144番地 市外
有限会社　ケアーセンター
フォー，ユー

0745-95-3127

ヘルパーステーション　シーズ 633-0253 奈良県宇陀市榛原萩原731番地の1 市外 合同会社　シーズ 0745-96-9550

ヘルパーステーション　まざーサポート 515-0044 松阪市久保町1855番地1404 市外 株式会社　まざーサポート 0598-23-8763

ふっくりあフウス 518-0835 伊賀市緑ヶ丘南町3948番地の16 市外 社会福祉法人　維雅幸育会 0595-22-8600


