2022年12月22日

愛媛の介護情報サイト『メディカサイト』からのお知らせ
いつもお世話になります。愛媛県の介護情報サイト『メディカサイト』を運営しております株式会社メディカグループです。

今月の施設利用状況のお知らせです。

「老人ホーム紹介サービス」を通しての紹介は、ご施設に多大な
◎の施設は、「入居準備金プレゼント」対象施設です 紹介料が発生します。紹介される場合は直接、連絡をお願いします
老人保健施設 介護老人保健施設 高井の里 (松山市高井町) 入所相談受付中！ Tel:089-975-7761
老人保健施設 介護老人保健施設 道後ベテルホーム (松山市祝谷) 1床 募集中！ Tel:089-927-2000
老人保健施設 介護老人保健施設 合歓の木 (松山市古三津) 入居者募集中！ Tel:089-953-6000
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

グループホーム清風 (松山市味酒町) 1室 募集中！ Tel:089-998-2255

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

グループホームつばさ (松山市姫原) 1室 募集中！ Tel:089-917-7770

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

トータルケアサポート花みずき(グループホーム) (松山市泉町) 2室 募集中！ Tel:089-915-3100

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

グ ループホーム えくぼ (松山市西長戸町) 1室 募集中！ Tel:089-911-0365

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

グループホーム こころ (松山市西垣生町) 3室 募集中！ Tel:089-971-8705

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

グループホーム こころ今出 (松山市西垣生町) 1室 募集中！ Tel:089-968-6541

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

グループホーム ハッピー余戸 よしこハウスII (松山市余戸東) 2室 募集中！ Tel:089-965-3301

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

グループホーム元気家 (松山市福音寺町) 予約受付中！ Tel:089-915-8885

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

グループホーム里山 (松山市鷹子町) ご相談受付中！ Tel:089-976-2681

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

グループホームじゃんけんぽん (松山市古川北) 2室 募集中！ Tel:089-969-0777

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ◎ グループホーム ファミリー (松山市北梅本町) 2室 募集中！ Tel:089-970-3381
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

グループホームしらゆり (松山市鷹子町) 1室 募集中！ Tel:089-970-7477

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

グループホームおたふく (松山市空港通) 1室 募集中！ Tel:089-973-3737

有老ホーム

介護付有料老人ホーム 松山エデンの園(1・2号館) (松山市祝谷) 7室 募集中！ Tel:0120-459-165

有老ホーム

介護付有料老人ホーム ラ・ナシカ もりまつ (松山市森松町) 1室 募集中！ Tel:089-905-3210

有老ホーム

有料老人ホーム サンリベラル道後 (松山市末町) 個室 2室 夫婦部屋 2室 募集中！ Tel:089-914-0277

有老ホーム

介護付有料老人ホーム そがの里 (松山市小坂) 1室 募集中！ Tel:089-934-5566

有老ホーム ◎ 介護付き有料老人ホーム よんでんライフケア道後 (松山市紅葉町) 3室 募集中！ Tel:089-986-8100
有老ホーム

介護付有料老人ホーム マドンナハウス西石井 (松山市西石井) 予約受付中！ Tel:089-907-2233

有老ホーム

介護付有料老人ホーム 三津の里 (松山市古三津) 3室 募集中！ Tel:089-953-0070

有老ホーム ◎ 介護付有料老人ホーム ハッピー南久米 (松山市南久米町) 個室3室 募集中！ Tel:089-970-1011
有老ホーム

介護付有料老人ホーム ウェルケア畑寺 (松山市畑寺) 2室 募集中！ Tel:089-907-2810

有老ホーム

介護付有料老人ホーム ケアビレッジ瀬戸風 (松山市古三津) 2室 募集中！ Tel:089-994-8111

有老ホーム ◎ 介護付有料老人ホーム 四葉 (松山市高山町) 1室 募集中！ Tel:089-968-4165
有老ホーム ◎ 介護付有料老人ホーム ワイズみつはま (松山市神田町) 1室 募集中！ Tel:089-908-9888
有老ホーム

介護付有料老人ホームTo-be (伊予郡砥部町麻生) 1室 募集中！ Tel:089-969-0085

有老ホーム

介護付有料老人ホーム 松山エデンの園(3号館) (松山市祝谷) ご相談受付中！ Tel:0120-459-165

有老ホーム

住宅型有料老人ホーム モンレーヴ砥部 (伊予郡砥部町麻生) 5室 募集中！ Tel:089-969-0065

ケアハウス

ケアハウス 重信 (東温市北野田) 申込受付中！ Tel:089-955-0310

ケアハウス

ケアハウス 和光苑 (松山市井門町) 個室2室 夫婦部屋1室 募集中！ Tel:089-969-0001

ケアハウス

ケアハウス 玉泉 (伊予郡松前町北川原) ご相談受付中！ Tel:089-961-8081

ケアハウス

ケアハウス 砥部オレンジ荘 (伊予郡砥部町大南) 1室 募集中！ Tel:089-962-7820

ケアハウス

ケアハウス幸楽 (東温市見奈良) 4室 募集中！ Tel:089-955-1231

『メディカサイト』 介護施設の空室状況（2022年12月22日現在）

詳細はメディカサイトをご覧ください。

高専賃

シルバーレジデンスひまわり (大洲市徳森) 2室 募集中！ Tel:0893-25-2713

小規模多機能

小規模多機能ホーム ウェルケア高浜 (松山市松ノ木) 利用者募集中！ Tel:089-994-6688

小規模多機能

小規模多機能ホーム あったか (伊予郡砥部町高尾田) 利用者募集中！ Tel:089-957-2007

小規模多機能

小規模多機能型居宅介護 橙園 (八幡浜市保内町宮内) 利用者募集中！ Tel:0894-36-3720

小規模多機能

小規模多機能ホーム里山 (松山市鷹子町) ご相談受付中！ Tel:089-993-7322

小規模多機能

小規模多機能ホーム 砥部オレンジ荘 (伊予郡砥部町大南) 利用者募集中！ Tel:089-962-7820

高齢者向住宅 ◎ サービス付き高齢者向け住宅 サライ萱町 (松山市萱町) 3室 募集中！ Tel:089-932-2255
高齢者向住宅

サービス付き高齢者向け住宅 リブウェル空港通 (松山市空港通) 2室 募集中！ Tel:089-989-7825

高齢者向住宅

サービス付高齢者住宅 愛 (四国中央市土居町上野) 1室 募集中！ Tel:0896-74-2353

高齢者向住宅

サービス付き高齢者向け住宅 ドマーニ (松山市小栗) 夫婦部屋2室 募集中！ Tel:089-931-1515

高齢者向住宅

サービス付き高齢者向け住宅 ふくのかみ (松山市空港通)
2人部屋 Dタイプ 1室 1人部屋 Aタイプ 1室 1人部屋 Bタイプ 1室 募集中！ Tel:089-973-2929

高齢者向住宅

サービス付き高齢者向け住宅 松ノ木の郷 (松山市松ノ木) 1室 募集中！ Tel:089-989-9669

高齢者向住宅

サービス付き高齢者住宅 あったかハウス (伊予郡砥部町高尾田)
1室 募集中！ （夫婦入室可） Tel:089-957-2007

高齢者向住宅

サービス付き住宅プリムローズ (松山市土居田町) 入居相談受付中！ Tel:089-924-5659

高齢者向住宅 ◎ 住宅型有料老人ホームうらら (松山市東山町) 3室 募集中！ Tel:089-908-9226

【今月の新着情報】
■メディカサイト11月の介護施設アクセス数ランキング！（その他はメディカサイトにて！）
1.特別養護老人ホーム 和光苑ゆうぐん（松山市）

6.住宅型有料老人ホームうらら（松山市）

2.介護付有料老人ホーム ハッピー南久米（松山市）

7.介護付有料老人ホーム ワイズみつはま（松山市）

3.介護付有料老人ホーム 三津の里（松山市）

8.特別養護老人ホーム 和光苑（松山市）

4.介護付有料老人ホーム おはぎ（松山市）

9.サービス付き高齢者向け住宅 ふくのかみ（松山市）

5.ケアハウス 重信（東温市）

10.介護付有料老人ホームTo-be（砥部町）

■今月のカリスマスタッフ
デイサービスセンター ふくすけ 介護リーダー・生活相談員 梶野 亨さんです♪
ケアマネや生活相談員の資格も持っている、介護のベテランです。
身体も大きく、声も大きいので、どんなニーズにも応えられる万能タイプ。いつでも笑顔を絶やさない、とても
明るい方なので、ご利用者さまからは男女問わず人気があります。これからも笑顔を絶やさず、介護のス
ペシャリストを目指して欲しいですね。応援していますよ！
【年末年始休業のお知らせ】
2022年12月28日（水）～2023年1月4日（水）まで休業とさせていただきます。休業期間中に頂きましたお問
い合わせにつきましては、2023年1月5日（木）以降、順次対応させていただきます。

愛媛県No.1の総合介護情報サイト『メディカサイト』 （株）メディカグループ
メディカサイト

検索

代表取締役 石崎 隆志
松山市余戸東4丁目9番16号
TEL 089-907-4056 FAX 089-907-4058

