P.1
介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム 長寿苑
特別養護老人ホーム いこい
桑名市 特別養護老人ホームアパティア長島苑
特別養護老人ホーム ほほえみ桑名
特別養護老人ホーム ソフトハウス
特別養護老人ホーム 翠明院
いなべ市
特別養護老人ホーム アイリス
桑名郡 特別養護老人ホーム すいせんの里
介護総合センターかんざき
介護老人福祉施設 ヴィラ四日市
特別養護老人ホーム 英水苑
南部陽光苑
特別養護老人ホーム 陽光苑
特別養護老人ホーム よっかいち諧朋苑
小山田特別養護老人ホーム
第二小山田特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームうねめの里
特別養護老人ホーム 風の路
くぬぎの木特別養護老人ホーム
四日市市 富田浜特別養護老人ホーム浜風
特別養護老人ホーム かすみの里

桑名市額田１２５６－２
桑名市西金井字村中１７０
桑名市長島町西外面1０7０番地
桑名市桑部字中貝戸６８１－４
桑名市多度町福永字西福永440番48
いなべ市藤原町上之山田１４３３の３
いなべ市北勢町阿下喜３７２８番２
桑名郡木曽岬町和富10番8
四日市市寺方町東谷９８６－４
四日市市垂坂町８番地の２
四日市市智積町中須３４番地の１
四日市市河原田町字西台２１４６番地
四日市市西坂部町１１２７番地
四日市市西大鐘町字山添１５８０番地
四日市市山田町５５００－１
四日市市山田町５５１３
四日市市釆女町字森ヶ山418番地1
四日市市塩浜栄町４７１番地
四日市市赤水町1245番地7
四日市市富田浜町25-10
四日市市白須賀一丁目12番8号
特別養護老人ホーム よっかいち諧朋苑（ユニット型） 四日市市西大鐘町字山添1580
特別養護老人ホーム英水苑
四日市市智積町中須３４番地の１
特別養護老人ホーム 日永英水苑（従来型）
四日市市日永5530番地の23
特別養護老人ホーム 日永英水苑（ユニット型） 四日市市日永5530番地の23
小山田特別養護老人ホーム（ユニット型）
四日市市山田町５５００－１
介護老人福祉施設 ヴィラ四日市（ユニット型） 四日市市垂坂町８番地の２
特別養護老人ホームアリビオ
四日市市大字塩浜字八幡149番地1
特別養護老人ホーム さくらスマイル
四日市市浜一色町15番14-1号
特別養護老人ホーム 高浜楽々館
四日市市高浜町8番26号
介護老人福祉施設 みのりの里
四日市市楠町本郷1139番地1
特別養護老人ホーム みずほ寮
三重郡菰野町菰野字火除野５８３３－１
三重郡 特別養護老人ホーム 菰野聖十字の家
三重郡菰野町宿野１４３３－６９
特別養護老人ホーム 往還
三重郡朝日町柿字熊之田５６４番
特別養護老人ホーム 鈴鹿聖十字の家
鈴鹿市木田町１９６１
特別養護老人ホーム ルーエハイム
鈴鹿市長法寺町７６３
特別養護老人ホーム 鈴鹿グリーンホーム 鈴鹿市深溝町字北林２９５６
介護老人福祉施設 くすのき園
鈴鹿市若松西六丁目２８番１８号
特別養護老人ホーム 伊勢マリンホーム
鈴鹿市南若松町１
鈴鹿特別養護老人ホーム かなしょうず園 鈴鹿市地子町字金生水８１４番地の３０
鈴鹿市
特別養護老人ホーム ひまわり苑
鈴鹿市須賀1丁目28番23号
特別養護老人ホーム ひまわり苑（従来型） 鈴鹿市須賀一丁目28番23号
特別養護老人ホーム 伊勢マリンホーム ユニット
鈴鹿市南若松町１
特別養護老人ホーム ルーエハイム
鈴鹿市長法寺町７６３
特別養護老人ホーム 桜の森白子ホーム 鈴鹿市南玉垣町7300番地2
特別養護老人ホーム 鈴鹿香寿苑
鈴鹿市稲生西三丁目17番17号
特別養護老人ホーム 安全の里
亀山市住山町字大掛５９０－１
特別養護老人ホーム 亀寿苑
亀山市阿野田町2443-1
亀山市
特別養護老人ホーム亀山愛の里
亀山市川合町1288-4
特別養護老人ホーム 華旺寿
亀山市関町坂下字大広２５２番地

0594-31-7200
0594-25-2666
0594-42-1600
0594-82-7711
0594-49-3300
0594-46-4678
0594-72-7722
0567-68-6565
059-327-2177
059-363-2121
059-326-7511
059-347-7337
059-331-5183
059-338-3000
059-328-2177
059-328-2276
059-348-7760
059-349-6383
059-327-2826
059-365-1665
059-334-1171
059-338-3000
059-326-7511
059-340-3667
059-340-3667
059-328-2177
059-363-2121
059-325-7762
059-340-0001
059-334-8587
059-398-2110
059-394-1121
059-394-2511
059-377-6011
059-374-0318
059-372-3811
059-374-4600
059-385-3100
059-387-6868
059-383-0955
059-383-3077
059-383-3077
059-387-6868
059-372-3811
059-373-4650
059-389-7666
0595-83-1294
0595-84-1212
0595-84-1500
0595-96-3131

P.2
介護老人保健施設
東新苑介護老人保健施設
介護老人保健施設 ハート
ヨナハ介護老人保健施設
桑名市 介護老人保健施設 ことぶき
ケアセンター ビオトープ
介護老人保健施設 だいそう
介護老人保健施設 ながしま
介護老人保健施設オアシス
いなべ市
老人保健施設銀花
介護老人保健施設 さくらの森
桑名郡
老健きそさき
小山田老人保健施設
介護老人保健施設みえの郷
みえ川村老健
四日市羽津医療センター附属介護老人保健施設

四日市市 介護老人保健施設ちゅうぶ
富田浜老人保健施設
介護老人保健施設 老健クローバー
富田浜老人保健施設
小規模介護老人保健施設 浜っこサテライト

湯の山介護老人保健施設
聖十字ハイツ
三重郡
老人保健施設 友愛トピア
介護老人保健施設 あさけ
介護老人保健施設 アルテハイム鈴鹿
介護老人保健施設ひまわり
鈴鹿市 介護老人保健施設 鈴の丘
介護老人保健施設パークヒルズ高塚
介護老人保健施設 鈴の丘（ユニット型）
亀山市 亀山老人保健施設

桑名市江場２０番地
桑名市西方字斧峠１３０６－１０
桑名市大福雀塚４７１番地２
桑名市大央町２１番地の１５
桑名市内堀28番地の1
桑名市多度町柚井字境川１３２番地
桑名市長島町福吉２７１
いなべ市北勢町阿下喜3732番地
いなべ市北勢町阿下喜６８０
桑名郡木曽岬町大字和富10番17
桑名郡木曽岬町和富10番17
四日市市山田町５５０１－１
四日市市山田町５５３８番地１
四日市市城東町３－２１
四日市市羽津山町10番8号
四日市市中部８－１５
四日市市富田浜町２６－１４
四日市市小古曽町2728番地1
四日市市富田浜町２６－１４
四日市市富田浜町２９－２０
三重郡菰野町千草字東江野７０４５の７３
三重郡菰野町宿野１６４１－１０
三重郡菰野町宿野３７１
三重郡川越町豊田３０２－１
鈴鹿市平田１丁目３番５号
鈴鹿市神戸３丁目１２－１０
鈴鹿市庄野町2550番地
鈴鹿市高塚町字北新地２０３６番地
鈴鹿市庄野町２５５０番地
亀山市羽若町字松本645-14

0594-21-3113
0594-22-6111
0594-24-0478
0594-23-6811
0594-23-0452
0594-48-5311
0594-45-1200
0594-82-1211
0594-72-6811
0567-68-7321
0567-68-7234
059-328-2847
059-328-2116
059-355-3838
059-334-3388
059-355-5611
059-365-0066
059-347-9608
059-365-0066
059-361-2251
059-392-2500
059-394-5880
059-394-4000
0593-63-3240
059-370-0653
059-382-8300
059-375-2350
059-375-5525
059-375-2350
0595-83-5921

P.3
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
すずらん
すずらん 寿楽の家
社会福祉法人 自立共生会 ひかりの里
グループホーム こんぺいとう
グループホーム 竹の子苑
桑名市 グループホーム内母の里
認知症対応型共同生活介護ひなた
愛の家グループホーム多度
ケアパーク和月グループホーム
グループホームながしま
マミーハウス介護センター（グループホーム）

いなべ市
桑名郡
員弁郡

四日市市

三重郡

ニチイケアセンター桑名いずみ
かりんの家
グループホームあおい
グループホームいなべ
グループホームいなべの憩
グループホーム きそさき
グループホーム とういん
なでしこの家
色えんぴつ・四日市
四郷グループホーム
小山田グループホーム
グループホーム ほのぼの
グループホーム さるびあ新正
グループホームほのぼの平尾の家
グループホーム 桜園三聖
グループホーム四季の郷富田
グループホームゆう・河原田
グループホーム四季の郷 羽津
グループホーム織りがみ
グループホーム渚園四日市
グループホーム白砂
桜グループホーム
グループホームおり鶴
うぃるグループホーム山城
グループホーム織りがみ・川島
うぃるグループホーム尾平
グループホーム楽家生 広永
うぃるグループホーム泊
グループホーム ゆのやま
愛の家グループホーム三重川越町
グループホームつばめ
グループホームあさひ
グループホーム どりーむ
グループホーム マリンの家
グループホーム 北さんち
グループホーム 友の里
グループホーム 箕田の北さんち
グループホーム 白子マリン
色えんぴつ・鈴鹿
グループホーム ほたる
鈴鹿インター株式会社 さつきの里 グループホーム

グループホーム うの花
グループホーム 太陽の家
鈴鹿市 グループホーム 楽家生
グループホーム 悠久の里
グループホーム 陽だまり長屋 鈴鹿
グループホーム 愛 すみよし苑
グループホーム くじら
グループホーム かなしょうず園
グループホーム ひまわりの家
グループホーム 悠々
愛の家グループホーム国府
グループホーム はなみずき
認知症対応型グループホーム鈴鹿シルバーケア豊壽園

桑名市大山田二丁目７番地１１
桑名市稗田字柳９４４番地
桑名市新西方3丁目187番地
桑名市星見が丘6丁目919番地
桑名市西方斧峠1306-10
桑名市多度町香取字高割346番地
桑名市長島町横満蔵５６８番地２
桑名市多度町柚井33番地
桑名市大字太夫１２３番地２
桑名市長島町福吉２６８番地８
桑名市多度町中須字寺前５９番地
桑名市大字和泉662-1
いなべ市員弁町下笠田1619番地2
いなべ市大安町大井田2836番地
いなべ市員弁町松之木367番地1
いなべ市北勢町東村363番地2
桑名郡木曽岬町和富10番17
員弁郡東員町大字鳥取1308-1
員弁郡東員町穴太大谷2578-4
四日市市赤堀一丁目6番2号
四日市市西日野町小溝野4014
四日市市山田町5516-1
四日市市笹川二丁目１７５番地
四日市市新正5丁目2-6
四日市市平尾町78番12
四日市市高浜町5番7号
四日市市東茂福町4番4号
四日市市河原田町字伊婦見1973-6
四日市市白須賀二丁目11-4
四日市市川北一丁目11-11
四日市市生桑町字大峡1863-1
四日市市天カ須賀一丁目１番１７号
四日市市智積町１０９５番
四日市市南小松町６３２番地
四日市市山城町字穴田１１４８番１
四日市市川島町6659
四日市市尾平町3803-11
四日市市広永町１１６３番１
四日市市泊山崎町２番１１号
三重郡菰野町千草西江野7054-814
三重郡川越町高松203-2
三重郡川越町高松185-1
三重郡朝日町小向2064番地1
三重郡菰野町菰野8494
鈴鹿市中旭が丘1－11－8
鈴鹿市中旭が丘4丁目6番8号
鈴鹿市長沢町１７５０－１1
鈴鹿市下箕田2丁目5番5号
鈴鹿市南若松町字南新田2番地1
鈴鹿市下大久保町2290-12
鈴鹿市池田町1335番地の7
鈴鹿市伊船町北上ノ割2020-3
鈴鹿市石薬師町字青木1096
鈴鹿市西条町495-1
鈴鹿市南玉垣町5470番地
鈴鹿市安塚町１３５０－６５
鈴鹿市秋永町字大門２０９２番地
鈴鹿市住吉一丁目２３－８
鈴鹿市長太旭町六丁目３番８号
鈴鹿市地子町字金生水６２０番地１
鈴鹿市矢橋三丁目１６番１３号
鈴鹿市伊船町２９４３番地の４
鈴鹿市国府町字西ノ野13番10
鈴鹿市三宅町1700番地
鈴鹿市東磯山二丁目5番1号

0594-33-3671
0594-23-1393
0594-23-9292
0594-33-4131
0594-25-9222
0594-49-3600
0594-45-8686
0594-49-3700
0594-27-6610
0594-23-3547
0594-48-5667
0594-27-6310
0594-84-0007
0594-88-1130
0594-84-0080
0594-72-3733
0567-68-7236
0594-76-7118
0594-33-2222
0593-50-4165
0593-22-1761
0593-28-8027
059-322-3305
059-352-0801
0593-25-3771
0593-30-6665
0593-61-7537
059-351-9251
059-330-0880
059-361-5755
059-331-2121
059-361-7001
059-329-5959
059-320-3577
059-338-3533
059-340-6262
059-332-4500
059-340-0303
059-345-1611
059-392-2525
059-363-6515
059-365-4165
0593-76-3300
059-391-6611
059-387-8600
059-380-1234
059-371-6688
059-395-1177
059-380-5777
059-373-3750
059-381-5977
059-371-6300
0593-73-1111
0593-83-8383
059-384-3430
059-381-4466
059-380-5586
059-378-4838
059-395-1315
059-383-0020
059-384-5300
059-371-8100
059-375-1616
059-372-6020
059-380-6507

P.4
愛の家グループホーム 亀山
グループホーム 花しょうぶ苑
グループホーム 宝寿の郷
はなの家
亀山市 グループホーム小春日和
うさぎ亀山グループホーム
グループホーム あおぞら
グループホーム 白鳥
グループホーム なごみ亀山

亀山市川崎町字貢1586番1
亀山市本町１丁目２番１２号
亀山市和田町南谷1534-1
亀山市関町木崎1234番地
亀山市南野町12番13号
亀山市川合町1119番地38
亀山市羽若町834-41
亀山市能褒野町82番地1
亀山市亀田町字眞船３３６番地１０号

0595-85-8858
0595-84-2215
0595-82-7832
0595-96-0217
0595-82-1948
0595-84-0550
0595-97-3110
0595-85-8610
0595-83-5533

P.5
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
桑名市長島町横満蔵５６８－２
桑名市額田1256-2
桑名市西金井170
特別養護老人ホーム いこい サテライト なごみ
桑名市大央町50番地２
特別養護老人ホームもも大安
いなべ市大安町南金井705番地96
いなべ市
六永会ホームⅠ特養
いなべ市大安町南金井2599番地10
小山田特別養護老人ホーム（サテライト小杉）
四日市市小杉町字平地1473-15
小山田特別養護老人ホーム サテライト四郷
四日市市西日野町字小溝野4008
小山田特別養護老人ホーム サテライト川島
四日市市川島町字別山4037
小山田特別養護老人ホーム サテライト常磐
四日市市城西町13番45号
四日市市
特別養護老人ホーム天カ須賀
四日市市天カ須賀一丁目1番17号
特別養護老人ホーム サテライトみなと
四日市市高砂町6-5
聖十字四日市老人福祉施設
四日市市中野町源内2494番1
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ハピネスちよだ 四日市市千代田町３２３番地１
三重郡川越町亀崎新田字里中15番地2
三重郡 特別養護老人ホームほほえみ
地域密着型特別養護老人ホーム 真菰の郷 三重郡菰野町永井字西畑４５６番１
鈴鹿市 特別養護老人ホーム かがやきの杜 鈴鹿
鈴鹿市国府町３８９４
亀山市 特別養護老人ホーム 野村きぼう苑
亀山市野村三丁目２８番２０号
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護あおい

桑名市 地域密着型介護老人福祉施設 長寿苑
特別養護老人ホーム いこい ユニット

0594-45-8686
0594-31-7200
0594-25-2666
0594-82-7611
0594-87-0025
0594-84-6000
059-334-0004
059-322-3101
059-320-3113
059-353-7750
059-366-1050
059-329-5210
059-339-7788
059-329-5833
059-361-7171
059-352-2062
059-375-5553
0595-84-7888

