P.1
養護老人ホーム
名 称
桑名市
いなべ市
四日市市
三重郡
鈴鹿市
亀山市

清風園
翠明院
寿楽陽光苑
みずほ寮
南山
清和の里

軽費老人ホーム・ケアハウス
名 称
小山田ケアハウス
ケアハウス常磐
四日市市
四日市ユートピアハウス
グリーンライフ英水苑
白百合ハイツ
三重郡
ケアハウス幸寿苑
ケアハウスサンマリン
鈴鹿市 サンハイム鈴鹿
ソレイユ

住 所
桑名市江場83-1
いなべ市藤原町鼎1166
四日市市泊村1050-13
三重郡菰野町菰野5833-1
鈴鹿市山辺町1055-1
亀山市布気町602

Ｔ Ｅ Ｌ
0594-22-2178
0594-46-2034
059-345-0208
059-394-1121
059-374-1056
0595-82-0637

住 所
四日市市山田町5538-3
四日市市城東町3-22
四日市市久保田2丁目12-8
四日市市大字日永5530-23
三重郡菰野町宿野1433-67
三重郡川越町豊田504-1
鈴鹿市南若松町1
鈴鹿市神戸3丁目17-32
鈴鹿市平田1丁目3番15号

Ｔ Ｅ Ｌ
059-328-2448
059-355-7520
059-355-2500
059-347-6660
059-394-5800
059-361-1166
059-387-6881
059-382-9467
059-375-5612

住 所
四日市市山田町5496
四日市市山田町5496

Ｔ Ｅ Ｌ
059-328-2613
059-328-2513

住 所
桑名市長島町松之木604-2

Ｔ Ｅ Ｌ
0594-42-2661
0594-41-0870
0594-25-8556
0594-27-2772
0594-33-2525
0594-29-2138
0594-29-2521
0594-48-5522
0594-48-7727
0594-24-0760
0594-84-6565
0594-84-7363
0594-41-2163
0594-32-6464
0594-25-8738
0594-24-5588
0594-25-8187
0594-82-6000
0594-84-6633
0594-84-6633
0594-88-1100
0594-82-1144
0594-78-3711
0594-87-0040
0594-72-7762
0594-78-3711

軽費老人ホームＡ型・Ｂ型
名 称
第二小山田軽費老人ホーム
四日市市
小山田軽費老人ホーム Ｂ型
有料老人ホーム
名 称
ニューハートピア温泉有料老人ホーム長島

ベストライフ長島
ケアタウン九華
エクセレントくわな

住宅型有料老人ホームなごみの家

桑名市本町39番地
桑名市大字福島1000-1
桑名市野田１丁目11-12
桑名市下深谷部447-１
桑名市下深谷部420-１

住宅型有料老人ホームたどの里

桑名市多度町香取字高割569-1

介護付き有料老人ホームエクセレント多度

桑名市多度町大字香取字高割483-1外

住宅型有料老人ホームグリーンホーム

桑名市大字矢田413-1
桑名市大字大仲新田252-1
桑名市大字東方222番地2
桑名市大字五反田1135‐1
桑名市星見ヶ丘2-921

住宅型有料老人ホームすずらんの家
住宅型有料老人ホーム寿楽の家

桑名市

桑名市長島町西外面下島1718-1

有料老人ホームハートヒルズ大仲

れんげの里おいな苑くわな
住宅型有料老人ホームメイショウ
こんぺいとうハウス（休止中）
有料老人ホームほほえみ
グリーンタウン
有料老人ホームほほえみ山の華
住宅型有料老人ホームはりま
住宅型有料老人ホームすまいるケア桑名

住宅型有料老人ホームみらくる
宅老所ひばり
ハーモニーハウスいなべ
有料老人ホームてのひら
いなべ市
有料老人ホーム大安にじ
わっ！有料老人ホーム
有料老人ホームたいよう

桑名市桑部八左衛門新田1079-1

桑名市矢田413-1
桑名市大字桑部山ヶ華1456番地2

桑名市大字西方2510
桑名市大字江場49
桑名市江場49
いなべ市大安町丹生川中2109-1

いなべ市北勢町阿下喜3698
いなべ市大安町石槫東2841-5

いなべ市大安町大井田336-1
いなべ市北勢町田辺字北山304-1
いなべ市大安町石槫東小原2840

P.2
バーデハウス東員
介護付有料老人ホームあおい
ほっこりテラス城山
員弁郡
宅老所椛(もみじ）

員弁郡東員町長深3102
員弁郡東員町長深2126
員弁郡東員町城山2丁目30番5

員弁郡東員町笹尾東3-17-4

住宅型有料老人ホームとういん・シニアハウス 員弁郡東員町六把野新田253-6

ナーシングホームもも鳥取
リバティハウス
第二リバティハウス
そんぽの家四日市
四季の郷富田
ナーシングホーム四日市にじ
有料老人ホームしあわせ
四日市ナーシングホームにじ新館
四季彩四日市
四日市北にじ
四日市川島にじ
オーロラ
有料老人ホーム四季の郷羽津
四日市市
第2ふくろうの里
有料老人ホームオリーブ
宅老所ぶどうの家
織りがみのうち
ケア・プラザ川島
芽生え荘
憩いの里四日市ケアホーム南棟
ふくろうの里
住宅型有料老人ホーム花びより日永

有料老人ホームのぞみ
住宅型有料老人ホームだんらん
有料老人ホーム花水木
三重郡 介護付き有料老人ホームエクセレントあさひ
陽だまり長屋鈴鹿
憩いの家「うさぎの森」
そんぽの家鈴鹿
みっかいち
有料老人ホームシトリン
有料老人ホーム国府の里
鈴鹿市 有料老人ホーム万寿
ナチュラルハウス
さと和の家鈴鹿
介護付有料老人ホームメディカルヴィラはなみずき

達人の館
第２きらきらの里
有料老人ホームかりゆし
ファミニュー亀山
有料老人ホーム天神の森
亀山市

住宅型有料老人ホームアスプラン亀山

れんげの里おいな苑かめやま
グループリビング亀山
有料老人ホームうさぎ亀山

員弁郡東員町鳥取917-2

四日市市西坂部町1126
四日市市西坂部町1126
四日市市滝川町13-3
四日市市東茂福町4-4
四日市市芝田二丁目4-20
四日市市水沢町字横堀5131-1

四日市市芝田二丁目4-20
四日市市日永4丁目3731
四日市市伊坂町1636-4
四日市市川島町736-2
四日市市西日野町2806-1
四日市市白須賀2-11-4
四日市市西阿倉川1200
四日市市小林町字小林新田3018-23
四日市市あかつき台2丁目1-14

四日市市富田1-26-26
四日市市川島町6200-192
四日市市生桑町328-1
四日市市大治田二丁目18-19
四日市市大字西阿倉川1201
四日市市日永西2丁目3801-3
四日市市智積町806
四日市市大矢知町930番地３
四日市市中川原２丁目1番2号
三重郡朝日町小向2064-1
鈴鹿市秋永町2079
鈴鹿市国府町2873-3
鈴鹿市南玉垣町6507-1
鈴鹿市三日市三丁目17-5
鈴鹿市江島町298
鈴鹿市国府町936-1
鈴鹿市柳町1672
鈴鹿市高岡町2665-2
鈴鹿市野町中二丁目22-12
鈴鹿市平田一丁目2-22
鈴鹿市平田東町10-13
鈴鹿市高岡町188-2
鈴鹿市南若松町字味噌田488
亀山市川崎町字貢1586-1
亀山市天神町3-12-48
亀山市川崎町4782
亀山市小下町384
亀山市川崎町1578-4
亀山市川合町1119-38

0594-75-0012
0594-76-1110
0594-84-7327
0594-76-4127
0594-76-2267
0594-86-1110
059-331-7960
059-331-7960
059-332-1156
059-361-7537
059-359-3780
059-329-3930
059-359-3780
059-349-1720
059-328-5058
059-320-1170
059-321-0200
059-330-0880
059-333-5567
059-340-5001
059-336-2166
059-361-5755
059-320-1155
059-334-8801
059-373-6621
059-333-5567
059-346-8789
059-327-1150
059-327-6360
059-340-5001
059-376-2008
059-380-3399
059-399-7622
059-381-5111
059-381-1133
059-380-5566
059-367-0812
059-395-6030
059-381-2551
059-389-6614
059-370-8731
059-375-2810
059-384-0817
059-388-1050
0595-85-8860
059-389-6537
059-596-8855
0595-84-5310
0595-85-3700
0595-84-0550

