
今⽉の殿堂⼊り施設
1 介護付有料⽼⼈ホーム 菫野花舘（松⼭市）
2 特別養護⽼⼈ホーム 鶴寿荘（松前町）
3 特別養護⽼⼈ホーム 和光苑（松⼭市）
4 サービス付き⾼齢者向け住宅 リブウェル空港通（松⼭市）
5 介護付有料⽼⼈ホーム ハッピー南久⽶(ケアジャパン)（松⼭市）
7 グループホーム えくぼ（松⼭市）
8 介護付有料⽼⼈ホーム ワイズみつはま（松⼭市）
10 サービス付き⾼齢者向け住宅 あさなぎ（松⼭市）
12 サービス付き⾼齢者向け住宅 軽井沢ファインビレッジ（松⼭市）
13 ⼩規模特別養護⽼⼈ホーム みかんの⾥（松⼭市）
15 介護付有料⽼⼈ホーム ガリラヤ久⽶（松⼭市）
16 サービス付き⾼齢者向け住宅 リブウェル星岡（松⼭市）

4⽉ランキング
6 サービス付き⾼齢者住宅 ももファミリー（松⼭市）
9 介護⽼⼈保健施設 合歓の⽊（松⼭市）
11 介護付有料⽼⼈ホーム 四葉 問屋（松⼭市）
14 サービス付き⾼齢者向け住宅 プリンスハウス北井⾨（松⼭市）
17 介護付有料⽼⼈ホーム 梅津寺ヒルズすみれ（松⼭市）
18 特別養護⽼⼈ホーム 幸富久荘（松⼭市）
19 地域密着型特別養護⽼⼈ホーム ウェルケア道後（松⼭市）
20 介護付有料⽼⼈ホーム オアシス⼩坂（松⼭市）
21 サービス付き⾼齢者向け住宅 ふくのかみ（松⼭市）
22 グループホーム こころ（松⼭市）
23 特別養護⽼⼈ホーム 和光苑ゆうぐん（松⼭市）
24 デイサービス 気楽（松⼭市）
25 サービス付き⾼齢者向け住宅 まごの⼿（松⼭市）
26 デイサービスセンター あさなぎ（松⼭市）
27 ⼩規模多機能居宅介護 ⻲の郷（⼤洲市）
28 介護⽼⼈保健施設ハピネス椿（松⼭市）
29 グループホーム御幸の杜（松⼭市）
30 サービス付き⾼齢者向け住宅 ケアステーション樽味（松⼭市）
31 シニアパンション伊予・下吾川I（伊予市）
32 ケアスペース ももたろう（松⼭市）
33 特別養護⽼⼈ホーム さくら（松⼭市）
34 ⽼⼈保健施設 れんげ荘（松⼭市）
35 サービス付き⾼齢者向け住宅 ゆうらり新居浜（新居浜市）
36 ケアハウス幸楽（東温市）
37 ⼩規模多機能型居宅介護施設 まちなか（松⼭市）
38 特別養護⽼⼈ホーム 第⼆権現荘（松⼭市）
39 グループホーム あいじゅ祝⾕（松⼭市）
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40 ⼩規模多機能型居宅介護施設 あいしょう⼩栗（松⼭市）
41 サービス付き⾼齢者住宅 あいらんど上野（伊予市）
42 アスレネオ⽯井（ボディメンテナンスセンター）（松⼭市）
43 ケアプラスデイサービスセンター道後持⽥（松⼭市）
44 介護付有料⽼⼈ホーム パラディはるみかん（松⼭市）
45 サービス付き⾼齢者向け住宅 プリンスハウス⼟居⽥（松⼭市）
46 サービス付き⾼齢者向け住宅 まごの⼿II号館（松⼭市）
47 サービス付き⾼齢者向け住宅 サライ萱町（松⼭市）
48 住宅型有料⽼⼈ホーム プリンスハウス（松⼭市）
49 松⼭南ケアセンターそよ⾵ デイサービス（松⼭市）
50 介護付有料⽼⼈ホーム マドンナハウス⻄⽯井（松⼭市）
51 介護付有料⽼⼈ホーム さくら（松⼭市）
52 特別養護⽼⼈ホーム 双海⼣なぎ荘（伊予市）
53 ケアハウス 和光苑（松⼭市）
54 サービス付き⾼齢者向け住宅 コンフォール志津川（東温市）
55 介護付有料⽼⼈ホーム そがの⾥（松⼭市）
56 パートナーハウスかとれあ（松⼭市）
57 「社会参加型」デイサービス ルーツ（松⼭市）
58 介護付き有料⽼⼈ホームあったか拓南（松⼭市）
59 ⼩⽥ひ尿器科・ふみこ⽪フ科 通所リハビリテーション（松⼭市）
60 ラポールえびす サービス付き⾼齢者向け住宅（宇和島市）
61 宅⽼所かざぐるま（伊予市）
62 グループホーム すみれ（松⼭市）
63 介護⽼⼈保健施設 ⻄安（⼋幡浜市）
64 介護⽼⼈保健施設 ⾼井の⾥（松⼭市）
65 介護付有料⽼⼈ホーム おはぎ（松⼭市）
66 デイサービスセンターやすらぎ（内⼦町）
67 特別養護⽼⼈ホーム 久万の⾥（久万⾼原町）
68 居宅介護⽀援事業所たいよう（松⼭市）
69 グループホーム 四ツ葉（松⼭市）
70 介護付有料⽼⼈ホーム 三津の⾥（松⼭市）
71 グループホーム ファミリー（松⼭市）
72 デイサービス だん（東温市）
73 グループホーム さんこう（松⼭市）
74 ケアハウス ていれぎ荘（松⼭市）
75 介護付有料⽼⼈ホーム 瀬⼾⾵（松⼭市）
76 グループホームつばさ（松⼭市）
77 トータルケアサポート花みずき(有料⽼⼈ホーム)（松⼭市）
78 えひめの介護ポータルサイト｜介護施設情報について
79 介護付き有料⽼⼈ホーム よんでんライフケア道後（松⼭市）
80 デイサービスセンターあすれ（松⼭市）
81 グループホーム パートナーハウスやまぶき（松⼭市）
82 デイフィット・アスレヤマト（ASRE和）えだまつ（松⼭市）
83 グループホーム媛の華（松⼭市）



84 サービス付き⾼齢者向け住宅 シニア住宅パレット（松⼭市）
85 サービス付き⾼齢者向け住宅 ドマーニ（松⼭市）
86 サービス付き⾼齢者向け住宅 ライフネット彩果（松⼭市）
87 ケアプラス デイサービスセンター三津（松⼭市）
88 介護付有料⽼⼈ホーム ウェルケア畑寺（松⼭市）
89 住宅型有料⽼⼈ホーム リブウェル喜与町（松⼭市）
90 サービス付⾼齢者向け住宅 ゆうゆう⻄条（⻄条市）
91 デイサービス 道後茶寮（松⼭市）
92 介護付有料⽼⼈ホーム 笑歩会 あそだ（松⼭市）
93 介護付有料⽼⼈ホーム グランドライフ⾐⼭（松⼭市）
94 特別養護⽼⼈ホーム 安寿荘（松⼭市）
95 グループホーム 四葉 問屋（松⼭市）
96 シニアパンション伊予・下吾川II（伊予市）
97 デイサービス華桔梗（松⼭市）
98 グループホーム優輝（松⼭市）
99 ⼩規模多機能ホーム スマイルごしき（伊予市）
100 グループホーム⾥⼭（松⼭市）
101 医療法⼈順⾵会 天⼭病院 通所リハビリテーション（松⼭市）
102 介護付有料⽼⼈ホーム笑歩会 天⼭（松⼭市）
103 特別養護⽼⼈ホーム ひろた（砥部町）
104 デイサービス いろり（松⼭市）
105 介護付有料⽼⼈ホーム 松⼭エデンの園 （1号館・2号館）（松⼭市）
106 介護⽼⼈福祉施設 こより（松前町）
107 介護⽼⼈保健施設アンビションうちこ園（内⼦町）
108 グループホーム パートナーハウスすずらん（松⼭市）
109 デイサービス クリア 2号店（松⼭市）
110 デイサービスセンターりはらぼ（松⼭市）
111 リハビリデイサービス ここから（松⼭市）
112 特別養護⽼⼈ホーム 梅本の⾥（松⼭市）
113 特別養護⽼⼈ホーム 味酒野ていれぎ荘（松⼭市）
114 サービス付き⾼齢者向け住宅 ゆうゆう南斎院（松⼭市）
115 デイサービスセンター ハッピー愛媛(ケアジャパン)（松⼭市）
116 介護⽼⼈保健施設 しらさぎ苑（松⼭市）
117 介護⽼⼈保健施設 道後ベテルホーム（松⼭市）
118 グループホーム ⼟⾹⾥（伊予市）
119 サービス付き⾼齢者向け住宅 笑歩会 北⼟居（松⼭市）
120 介護付有料⽼⼈ホーム 四葉（松⼭市）
121 地域密着型特別養護⽼⼈ホーム ミュゲの⾥（東温市）
122 グループホーム元気家（松⼭市）
123 介護療養型⽼⼈保健施設エバーグリーン（伊予市）
124 ⽼⼈保健施設たかのこ館（松⼭市）
125 ケアハウス 道後（松⼭市）
126 特別養護⽼⼈ホーム あいじゅ祝⾕（松⼭市）
127 有料⽼⼈ホーム サンリベラル道後（松⼭市）
128 ⽼⼈保健施設 菜の花（松前町）



129 ケアハウス 梅本の⾥（松⼭市）
130 サービス付き⾼齢者向け住宅ほわいと（松⼭市）
131 デイフィット・アスレヤマト（ASRE和）はなみずき（松⼭市）
132 介護付有料⽼⼈ホーム アロハ居相（松⼭市）
133 グループホーム清⾵（松⼭市）
134 サービス付き⾼齢者向け住宅 ゆいま〜る せと（松⼭市）
135 ポシブル⽯⼿川（松⼭市）
136 グループホームかがやき（松⼭市）
137 グループホームすみれの家（松⼭市）
138 グループホーム媛のくに（松⼭市）
139 サービス付き⾼齢者向け住宅 住んで⺠家今治（今治市）
140 サービス付⾼齢者向け住宅 おあしす中央（今治市）
141 デイサービスセンター ビハーラ（松⼭市）
142 介護付有料⽼⼈ホーム ツクイ・サンシャイン松⼭（松⼭市）
143 グループホームすみれの園（松⼭市）
144 ケアハウス来住 （寿楽会）（松⼭市）
145 サービス付き⾼齢者向け住宅 サファイア（⼤洲市）
146 パワリハスタジオ みちしるべ（松⼭市）
147 ⼩規模特別養護⽼⼈ホーム 清祥会ひまわり（⼤洲市）
148 特別養護⽼⼈ホーム アテーナ（松⼭市）
149 グループホーム ⻘い⿃（松⼭市）
150 グループホームあゆーら（松⼭市）
151 グループホームサルビア（⼋幡浜市）
152 グループホーム我が家（松⼭市）
153 サービス付き⾼齢者向け住宅 朝⽣⽥あるる館（松⼭市）
154 デイサービスセンターのどか（松前町）
155 特別養護⽼⼈ホーム 砥部オレンジ荘（砥部町）


