2019年9月5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。（2019年9月5日現在）
◎の施設は、「入居準備金プレゼント」対象施設です。
「老人ホーム紹介サービス」を利用してのご紹介は、ご施設に多大な紹介料が発生します。
利用者様にご施設を紹介される場合は、ぜひ、直接、ご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
老人保健施設 老人保健施設 福角の里 (松山市福角町) 1床 募集中！ Tel:089-978-5258
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
グループホーム・コミュニティーハウス北条 (松山市北条) 1室 募集中！ Tel:089-993-9390
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
グループホーム ルンビニー (松山市安城寺町) 1室 募集中！ Tel:089-978-7515
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) 2室 募集中！ Tel:089-971-8705
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
グループホーム 四ツ葉 (松山市桜ケ丘) 1室 募集中！ Tel:089-951-4428
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
グループホーム御幸の杜 (松山市御幸) 2室 募集中！ Tel:089-922-6011
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
グループホーム我が家 (松山市鷹子町) 随時、入居者受付中！ Tel:089-960-1200
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
グループホーム里山 (松山市鷹子町) 予約受付中！ Tel:089-976-2681
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 すみれ (松山市古三津) 1室 募集中！ Tel:089-951-7777
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) 5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) 随時、受付中！ 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 1室 2人部屋 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) 2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) 2室 募集中です。 Tel:089-986-8100
有老ホーム
介護付有料老人ホーム 菫野花舘 (松山市枝松) 1室 募集中！ Tel:089-908-7188
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
リブウェル喜与町 (松山市喜与町) 2室 募集中！ 身体障害お持ちの方のみ。 Tel:089-993-5100
有老ホーム
介護付有料老人ホーム 梅津寺ヒルズすみれ (松山市梅津寺町) 1室 募集中！ Tel:089-946-8686
有老ホーム
介護付有料老人ホーム おはぎ (松山市平田町) 1室 募集中！ Tel:089-911-8333
有老ホーム
介護付有料老人ホーム 瀬戸風 (松山市古三津) 4床 募集中！ Tel:089-994-8111
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) 3室 募集中！ Tel:089-908-9888
有老ホーム ◎ 介護付有料老人ホーム 笑歩会 あそだ (松山市朝生田町) 2室 募集中！ Tel:089-921-0051
有老ホーム ◎ 介護付有料老人ホーム 笑歩会 東温 (松山市北土居) 入居者募集中！ Tel:089-955-0788
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) 入居ご相談可能 Tel:0120-459-165
有老ホーム
介護付有料老人ホーム 四葉 問屋 (松山市問屋町) 入居随時受付中！ Tel:089-922-4165
有老ホーム
住宅型有料老人ホーム 笑歩会 北土居 (松山市北土居) 入居者募集中！ Tel:089-956-8807
有老ホーム
住宅型有料老人ホーム「気楽の家」 (松山市畑寺町) 10室 募集中！ Tel:089-961-1730
ケアハウス
ケアハウス ていれぎ荘 (松山市水泥町) 1室 募集中！ Tel:089-975-5558
ケアハウス
ケアハウス 梅本の里 (松山市北梅本町) 1室 募集中！ Tel:089-975-6985
ケアハウス
ケアハウス 玉泉 (伊予郡松前町北川原) 1人部屋 2室募集！ 2人部屋予約受付中！ Tel:089-961-8081
ケアハウス
ケアハウス幸楽 (東温市見奈良) 1室 募集中！ Tel:089-955-1231
高専賃
高齢者専用賃貸住宅ハッピー(ケアジャパン) (松山市中央) 1室 募集中！ Tel:0120-314-294
高専賃
シルバーレジデンスひまわり (大洲市徳森) 予約受付中！ Tel:0893-25-2713
小規模多機能 アユーラ小規模多機能 枝松 (松山市枝松) 2室 募集中 Tel:089-907-8806
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 スマイルごしき (伊予市米湊) 2人 募集中！ Tel:089-983-4466

『メディカサイト』 介護施設の空室状況（2019年9月6日現在）
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詳細はメディカサイトをご覧ください。

◎ サービス付き高齢者向け住宅 サライ萱町 (松山市萱町) 1室 募集中！ Tel:089-932-2255
◎ サービス付き高齢者向け住宅 笑歩会 北土居 (松山市北土居) 入居者募集中！ Tel:089-956-8807
サービス付き高齢者向け住宅 リブウェル星岡 (松山市星岡) 1室 募集中！ Tel:089-968-1707
◎ サービス付高齢者向住宅 ほうじょう (松山市河野中須賀) 入居者募集中！ Tel:089-992-2300
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) 1室 募集中！ Tel:089-989-7825
◎ サービス付き高齢者向け住宅 笑歩会 伊予 (伊予市湊町) 入居者募集中！ Tel:089-983-6301
サービス付き高齢者向け住宅 ふくのかみ (松山市空港通) 予約受付中！ Tel:089-973-2929
シニアパンション伊予・下吾川I (伊予市下吾川) 2室 募集中！ Tel:089-995-8892
◎ サービス付き高齢者向け住宅 まごの手II号館 (松山市小坂) 個室2室募集中！ Tel:089-909-9688

ショートステイの空き状況『e-ショートステイ.COM』

9月13日以降の情報は、『メディカサイト』からご覧ください。https://www.medica-site.com
携帯電話を使って、
外出先からでも
気軽にチェックできます！

デイサービスの空き状況『e-デイサービス.COM』

9月13日以降の情報は、『メディカサイト』からご覧ください。https://www.medica-site.com
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