
松山市認知症高齢者SOSネットワーク事業協力事業所一覧（令和３年12月28日現在）

※掲載内容は登録時の情報です。

事業所名

(有)マリン

ＭＭＣフレンド

SMBC日興証券株式会社　松山支店

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

アトムタクシー有限会社

アトラス馬木

アミーユよんでん道後

アユーラ高齢者デイサービス

一般財団法人創精会松山記念病院

医療法人慈孝会　福角病院

医療法人社団　樹人会　北条病院

医療法人ゆうの森

医療法人友朋会　なかじま中央病院

ウィルビィフレキシブルセンター

ウェルケア高浜

梅津寺デイサービス

愛媛銀行　石井支店　

愛媛銀行　大街道支店　

愛媛銀行　鴨川支店　

愛媛銀行　久米支店　

愛媛銀行　桑原支店　

愛媛銀行　県庁支店 

愛媛銀行　末広町支店　

愛媛銀行　立花支店　

愛媛銀行　中央市場出張所　

愛媛銀行　中央通支店　

愛媛銀行　道後支店　

愛媛銀行　古川支店　

愛媛銀行　北条支店　

愛媛銀行　本町支店　



愛媛銀行　松末支店　

愛媛銀行　松山市役所支店　

愛媛銀行　三津浜支店　

愛媛銀行　三津浜東支店　

愛媛銀行　森松支店　

愛媛銀行　余戸支店　

愛媛新聞エリアサービス石井南

えひめ中央農業協同組合　金融部資産相談課

えひめ中央農業協同組合　金融部信用企画課

えひめ中央農業協同組合　金融部ローンセンター桑原

えひめ中央農業協同組合　金融部ローンセンター本所

えひめ中央農業協同組合　総務部福祉課

えひめ中央農業協同組合　総務部福祉課居宅介護支援事務所

えひめ中央農業協同組合　総務部福祉課デイサービスセンターサンケア坂本

えひめ中央農業協同組合　総務部福祉課デイサービスセンターサンケア潮見

介護サポートたかはま

介護付有料老人ホーム　グランドライフ幸樹

介護付有料老人ホームウェルケア畑寺

介護付有料老人ホームハッピー南久米

介護老人保健施設　垣生あいじゅ

(株)Ｂ５

(株)小澤商事

株式会社　愛媛銀行

株式会社　キイチ

株式会社　ケアジャパン

株式会社　ケアジャパン

株式会社　松山公益社

株式会社　安信

株式会社　よんやく

株式会社愛あい

株式会社イクシオ　訪問看護ステーションアルク

株式会社クロスサービス　グループホーム風花

株式会社ごごしま



株式会社トーカイ松山営業所

株式会社フレアス　フレアス在宅マッサージ

株式会社宮川会計事務所

株式会社ヨシケンコーポレーション

株式会社ライフネット

株式会社ラビダ（居宅介護支援事業所ラビダ）

㈱ダスキン椿

(株)チェックイン

(株)チェックイン

(株)佰味

(株)ビルメンテナンス

(株)マリン石油

(株)マリン石油　本社

(株)マリン不動産

からだ元気治療院松山城南店

川下建設有限会社

北吉田診療所

居宅）たちばな事業所

居宅介護支援ヴィオラ

居宅介護支援事業所　いきいき介護

居宅介護支援事業所　久米窪田クリニック

居宅介護支援事業所　栗林

居宅介護支援事業所あいえ

居宅介護支援事業所なでしこ

居宅介護支援事業所ほわいと

居宅介護支援事業所松山市医師会

居宅介護支援事業所マリン

久野内科　デイケア

ぐるうぷほうむ３丁目

ぐるうぷほうむ５４番地

グループホーム　憩の郷

グループホーム　えくぼ

グループホーム　むく



グループホーム・コミュニティーハウス北条

グループホームあいじゅ

グループホームあゆみ

グループホームいしい

グループホームかざはや

グループホーム軽井沢

グループホームこころ今出

グループホームじゃんけんぽん

グループホーム小規模多機能ホームだんだん

グループホームせと

ぐるーぷほーむ土香里

グループホームとみひさ

グループホームはまゆう堀江

グループホームひめやまの里

グループホーム星岡

グループホーム優輝

グループホームユニットまつやま

グループホームルンビニー

グループホームルンビニー

ケアサポートまつやま

ケアハウス来住

ケアビレッジ瀬戸風

高齢者総合福祉施設愛寿荘　

高齢者総合福祉センター道後

五明郵便局

ザ・どん　イオン松山店

ザ・どん　フジグラン松山店

サービス付き高齢者向け住宅　ツクイ・サンフォレスト松山

サービス付住宅さわかぜ

済生会デイサービス三津

在宅介護支援センター安寿荘

在宅介護支援センター福角の里

在宅支援センター　アップル



さき行政書士事務所

ＪＡえひめ中央　福祉課

四国アルフレッサ（株）　愛媛営業部　松山第一支店

四国マリン石油　和泉ＳＳ

四国マリン石油　空港ＳＳ

四国マリン石油　久米ＳＳ

四国マリン石油　コミセン前ＳＳ

四国マリン石油　山越ＳＳ

指定介護老人福祉施設　聖マルチンの家

指定居宅介護支援事業所おあしす

社会福祉法人　愛寿会　グランドライフ衣山

社会福祉法人　愛寿会　グランドライフ衣山

社会福祉法人　愛寿会　高齢福祉施設ハートガーデンつじまち

社会福祉法人愛光会　ケアハウス友　デイサービスセンター友

社会福祉法人安寿会　デイサービスセンター難波

社会福祉法人島寿会　姫ヶ浜荘

社会福祉法人砥部寿会　グループホーム里山

小規模多機能　いちえい保免

小規模多機能型居宅介護　海の家すずらん

小規模多機能型居宅介護　すずらん家

小規模多機能型居宅介護　すずらん通り

小規模多機能型居宅介護　すずらん通り

小規模多機能施設　ふくずみ

小規模多機能センター和気

小規模多機能にじいろ

小規模多機能の家　こうの

小規模多機能ホームいしい

小規模多機能ホームつむぎ

小規模多機能ホームてとて

小規模多機能ホームよしの

しょうきぼのん木　たいさんじ

しょうきぼほうむ　のん木

ショートステイ　れんげ



ショートステイ笑歩会北土居

ショートステイ星岡

シンセイフードサービス（株）

スマイルケア

生活協同組合コープえひめ福祉営業部

損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社

ダスキン勝岡支店

ダスキンレントオール松山ステーション

中央消防署

中央消防署　警防課

中央消防署　城北支署

中央消防署 総務課

中央消防署 地域防災課

中央消防署　通信指令課

中央消防署　北条支署

中央消防署　予防課

調剤支援センター

通所リハビリテーション　れんげ荘

ツクイ松山土居田

ツクイ松山南江戸グループホーム

TSUTAYA北土居店

デイサービス　皆家　かめ

デイサービス.いろり

デイサービスいろり　２号館

デイサービス気楽

デイサービスセンターあまやま天赦苑

デイサービスセンター和泉

デイサービスセンターこころ

デイサービスセンター星岡

デイサービスセンターみかん

デイサービス民家　あすなろ

デイサービス民家いろは

デイサービス民家いろは　はなれ



デイフィットＡＳＵＲＥ和えだまつ

テルウェル西日本愛松園　デイサービス愛松園

田之内行政書士事務所

天山病院

戸梶内科医院

特別養護老人ホーム　白寿荘

特別養護老人ホーム梅本の里

特別養護老人ホーム風早の家

特別養護老人ホーム幸富久荘

トマト薬局　保免店

トマト薬局　西垣生店

ナーシングホームあいあい

長井医院　整形外科・内科

南海楽器株式会社

西消防署

西消防署　西部支署

ニチイケアセンターたかのこ

日本調剤　平和通薬局

日本調剤　松山南薬局

はごろも整骨院

ハッピー薬局

ハッピー薬局　朝生田店

ハッピー薬局　石手白石店

ハッピー薬局　内子店

ハッピー薬局　大手町店

ハッピー薬局　北梅本店

ハッピー薬局　衣山店

ハッピー薬局　志津川店

ハッピー薬局　末町店

ハッピー薬局　天山店

ハッピー薬局　富久店

ハッピー薬局　内宮店

ハッピー薬局　西長戸店



ハッピー薬局　古川北店

ハッピー薬局　三津店

ハッピー薬局　余戸西店

ハピネス中島

東消防署　

東消防署　城東支署

東消防署　湯山救急出張所

ファミリーケア垣生　グループホームいまづ

ベストケア　デイサービス中村

ベストケア（株）居宅介護支援事業所

ベストケア株式会社訪問介護事業所

ヘルパーステーション　長安

ヘルパーステーション　れんげ

ヘルパーステーション和泉

ヘルパーステーション八倉

北条久保郵便局

北条立岩郵便局

訪問看護ステーション天山

訪問看護ステーション福角

ホームヘルプサービス事業所福角の里

ホテル三番町

ホテルチェックイン松山

松山今出郵便局

松山医療生活協同組合

松山鴨川郵便局

松山衣山町郵便局

松山市権利擁護センター

松山市タクシー協会

松山市地域包括支援センター桑原・道後

松山市地域包括支援センター石井・浮穴・久谷

松山市地域包括支援センター小野・久米

松山市地域包括支援センター東・拓南

松山市地域包括支援センター雄郡・新玉



松山市地域包括支援センター味酒・清水

松山市地域包括支援センター垣生・余土

松山市地域包括支援センター生石・味生

松山市地域包括支援センター三津浜

松山市地域包括支援センター中島

松山市地域包括支援センター城北

松山市地域包括支援センター北条

松山市役所介護保険課

松山問屋町郵便局

松山堀江郵便局

松山南吉田郵便局

松山山越郵便局

松山老人保健施設にぎたつ苑

丸山荘

味酒野ていれぎ荘

三井住友海上あいおい生命愛媛生保支社

三井住友海上火災保険株式会社

南消防署

南消防署　久谷救急出張所

南消防署　東部支署

明治安田生命保険相互会社松山支社

八倉医院

有限会社　媛のくに

有限会社在宅福祉サービスさわやか

ユーミーケアたかのこ

ユーミーケアたかのこ業務本部

有料老人ホーム　サンリベラル道後

有料老人ホームパートナーハウスかとれあ

ゆづき行政書士事務所

リハビリデイサービスここから

リハビリデイサービス太陽がいっぱい

リハプライド築山

りんご薬局



老人保健施設　長安

老人保健施設　れんげ荘

老人保健施設福角の里

ＹＳＰＳ松山三番町店

和ホスピタル


