
高齢者お役立ちガイドブックー覧表

<お助けサービス>

<平成27年 4月 1日 現在 >

事業所名 通称 電話 住 所

ニチイケアセンター下松 ニチイの家事代行サービス 0834-31-0022 下松市大字末武下438-2
下松市社会福祉協議会

指定訪間介護事業所
さわやかサービス 0833-41-2720 下松市大字末武下 6可 7-2

下松市社会福祉協議会 下松市助け合いサービス事業 0833-41-2242 下松市大字末武下617-2

(公社)下松市シルバー人材センター (公社)下松市シルバー人材センター 0833-44-2600 下松市潮音町2-16-8

きくやヘルパーステーション きくやヘルパーステーション 0833-45-1165 下松市大字西豊井1404-10

さくら苑ホームヘルプサービス まごの手サービス 0833-44-4515 下松市瑞穂町2-21-1

サンキロウェルビイ介護センター下松 訪問介護サービス 0833-48-1235 下松市大字西豊井915-1

指定訪間介護事業所 元気 指定訪間介護事業所 元気 0833-45-2200 下松市大字河内2761-2

訪間介護 ありがとう 訪問介護 ありがとう 0833-48-0117 下松市大字河内1933-1

」A困 りごとサポートセンター山口 高齢者生活支援事業サービス 0834-27-2940 周南市大字徳山三田川5825-8

訪間介護 友遊 訪間介護 友遊 0833-45-6501 下松市大字河内1897

ヘルパーステーション つむぐ ヘルパーステーション つむぐ 0833-43-5060 下松市生野屋南1-13-2



高齢者お役立ちガイドブックー覧表

<介護ベッド貸与>

<平成27年4月 1日現在 >

事業所名 通称 電話 住所

株式会社 西日本光洋 株式会社 西日本光洋 周南営業所 0834-28-8877 周南市久米五反田717-1

株式会社 ハツタ山口 福祉用具レンタル (自 費ご利用者向け) 0834-25-1026 周南市久米¬124番地

株式会社ひまわり 山口支店 自費ベッド 0835-27-5517 防府市鋳物師町9-38

株式会社
ホームケアサービス山口 周南店

生活応援ベッド 0833-48-3388 下松市末武上久保田1800-1

」A周南福祉用具レンタル事業所 介護支援用ベッド 0834-62-7013 周南市清水 1丁 目12番 5号

指定福祉用具貸与事業所 元気 一般レンタル 0833-45-2200 下松市大字河内2761番地2

ダスキン ヘルスレント周南ステーション 自費レンタル 0833-48-4646 光市光井1-14-17
ニチイケアセンター周南 ニチイ自費レンタルサービス 0834-27-5330 周南市河東町9-20

海井医科機械株式会社 自費2モーターベッド 0834-26-1450 周南市鼓海2丁 目118-72

サンキ・ウェルビィ山口福祉用具センター 自費レンタル 083-932-1170 山口市維新公園3丁 目12-15

有限会社セッション福祉機器事業部 実費ベッドレンタル 083-934-9550 山口市中央2丁 目6-27木田ビル2F

日本基準寝具株式会社 周南営業所 自費ベッドレンタル/健康機器レンタル 0834-36-1445 周南市大字久米852-2

(株)河村福祉サービス柳井介護センター 自費ベッドレンタル 0820-24-6610 柳井市南町2-3-20



高齢者お役立ちガイドブックー覧表

<おでかけ場所>

<平成27年4月 1日 現在>

事業所名 通 称 電話 住 所

きくやデイサービス きくやデイサービス 0833-44-5811 下松市大字西豊井1404番地10

岸田デイサービスセンター 岸田デイサービスセンター 0833-45-2020 下松市大字末武下370-2

さくら苑デイサービスセンター はつらつデイサービス 0833-44-4515 下松市瑞穂町2-21-1

」Aデイサービス 久保 」Aデイサービス 久保 0833-47-2294 下松市大字河内735番地

デイサービスセンターありがとう デイサービスセンターありがとう 0833-48-6300 下松市大字河内1933-1

デイサービスセンターいこい デイサービスセンター いこい 0833-43-3240 下松市大手町2-10-29

ほしのさとデイサービスセンター ほしのさと生きがいデイサービス 0833-45-3100 下松市生野屋南1-13-1

デイサービスセンター黄色いハンカチ いきがいデイサービス 0833-41-7557 下松市生野屋南3-2-13

生活リハビリセンター友遊 生活リハビリセンター友遊 0833-45-6501 下松市大字河内1897番地

(株 )総合リハビリテーション研究所
来歩ブレインケア

来歩ブレインケア 0833-43-7525 下松市末武下401-9

(株 )総合リハビリテーション研究所
来歩リハビリステージ

来歩リハビリステージ 0833-48-3501 下松市古川町4-5-7

JAデイサービス 生野屋 介護保険適応外サービス 0833-45-2294 下松市生野屋南三丁目8番3号

デイ・サービス Sank0 Sankoデイサービスセンター 0833-48-8882 下松市瑞穂町4-16-16

のんびり村花岡デイサービスセンター のんびり村花岡デイサービスセンタ 0833-48-3388 下松市大字末武上久保田1800-1



高齢者お役立ちガイドブックー覧表

<介護タクシー>

<平成27年 4月 1日現在>

事業所名 通称 電話 住所

介護タクシー 下松つくし号 介護タクシー下松つくし号 090-7508-2945 下松市若宮町5番 14号

周南近鉄福祉介護サービス 福祉介護タクシー 0834-27-1294 周南市東山町1718番地

(有)広吉 福祉介護事業部 介護タクシー 0833-44-0540 下松市大字末武中41-6

柳井三和交通 (有 ) 柳井三和交通 (有 ) 0820-22-3333 柳井市中央 1丁 目9番8号

特定非営利活動法人 山ロコアラ ハーティー介護タクシー 0833-91-2545 周南市新清光台2丁 目2-8

有限会社 介護舎 福祉タクシー 0833-74-3477 光市虹ヶ丘 2丁 目21-22

指定訪間介護事業所 元気 介護タクシー 元気   ″ブ 7ヽ'ネれ0833-45-2200 下松市大字河内2761番地

(株)一成 介護タクシー 周南ふくし号 介護口福祉タクシー周南ふくし号 0834-27-6020 周南市大字徳山字栄谷5156-1

はるひ介護タクシー はるひ介護タクシー 0834-33-8281 周南市平原町7-9

<緊急通報装置>

<平成27年 4月 1日現在>

事業所名 通 称 電話 住 所

周南マリコム株式会社 緊急通報「早助」センター 0834-22-8030 周南市入船町2-3 mattcomビル

セコム (株)徳山支社 セコムホームセキュリティ 0834-31-2991 周南市有楽町23近 鉄徳山ビル2F

ALSOKあんじんケアサポート株式会社 お家でナースホン 083-257-2717 下関市―の宮町3-4-12
ニシテンビル



高齢者お役立ちガイドブックー覧表

<移動販売日配食サービス>

<平成27年 4月 1日 現在>
事業所名 通称 電話 住 所

(株)メディス 岩国支店 (株)メディス 岩国支店 0827-46-0145 岩国市御庄4-106-7
(株)丸久 マルキュウらくらく便 (株)丸久 マルキュウらくらく便 0120-30-0909 防府市大字江泊1936番地

」A給食センター 旬菜館 一般配食 」A給食センター 旬菜館 一般配食 0834-62-3041 周南市大字下上2103-1
株式会社 ひのこ 株式会社 ひのこ 0833-41-2392 下松市大字河内2774-2
コープやまぐち 夕食宅酉己ここくる コープやまぐち 夕食宅配ここくる 083-995-3638 山口市小郡上郷901-21
小規模多機能型居宅介護 つどい 小規模多機能型居宅介護 つどい 0833-47-1165 下松市大字山田256番地

宅配クック123周南店 宅配クック123周南店 0834-34-5521 周南市原宿町7-27
(株 )セブンロミールサービス (株)セブンロミールサービス 03-6238-3823 東京都千代田区二番町8-8
タイヘイ株式会社 タイヘイ株式会社 0120-115-117 東京都江戸川区松江7-8-10
ニチイケアセンター下松 ニチイケアセンター下松 0833-48-1080 下松市末武下438-2
マックスバリュ山田店 移動車販売 マックスバリュ山田店 移動車販売 0833-47-2020 下松市大字山田157-1

移動店舗 「コープおひさま号」 移動店舗「コープおひさま号」 083-995-3613 山口市小郡上郷 901-21



高齢者お役立ちガイドブックー覧表

<高齢者の住まい>

<平成27年4月 1日現在>
事業所名 通称 電話 住所

きくや和楽園 きくや和楽園 0833-45-1165 下松市大字西豊井1404-10
住宅型有料老人ホーム

ゆうゆうライフ岸田
住宅型有料老人ホーム

ゆうゆうライフ岸田
0833-45-2525 下松市大字末武下370番地2

住宅型有料老人ホーム Sanko 住宅型有料老人ホームSank0 0833-48-8882 下松市瑞穂町4丁 目16-16

住宅型有料老人ホーム 徳山平和苑 住宅型有料老人ホーム 徳山平和苑 0834-27-5271 周南市平和通1-27

住宅型有料老人ホーム
まんてん宅老所

住宅型有料老人ホーム

まんてん宅老所
0833-91-1016 周南市大字呼坂1194番地

サンビレッジこもれび サンビレッジこもれび 0834-39-0180 周南市大字久米2668番地

ウェルライフガーデン周南 ウェルライフガーデン周南 0833-91-1733 周南市大字樋口605-1
グランハウス わかくさ グランハウス わかくさ 0834-33-2323 周南市緑町 1丁 目53-4

住宅型有料老人ホーム きらら 住宅型有料老人ホーム きらら 0833-76-0550 光市大字小周防 1658番地 1

住宅型有料老人ホーム おりづる 住宅型有料老人ホーム おりづる 0833-48-8375 光市丸山町1-12

高齢者向け賃貸住宅 al市 i0 高齢者向け賃貸住宅 洲Mo 0833-74-1611 光市島田2丁 目20番20号

グループリビングくつろ樹の家 グループリビングくつろ樹の家 0833-91-1872 周南市大字呼坂402-1

ホーム遠石 ホーム遠石 0834-32-7300 周南市遠石3-5-10

まどか周南 まどか周南 0833-92-1230 周南市大字呼坂字東和那手153-1


