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1 アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーン
在宅介護センター近江八幡

○ 523-0051
近江八幡市八木町119
シクラメンハウス102

0748-32-0503 0748-31-0269 2570400172 oomihachiman@asahi-sun-clean.co.jp

2 株式会社 泉倉庫 いずみ介護サービスおがわ ○ 521-1204 東近江市小川町3317 0748-42-3077 0748-42-8577 2570500724 kaigo@izumisoko.co.jp

3 株式会社 泉倉庫
いずみ介護サービスひふみ
訪問介護

○ 529-1643 蒲生郡日野町里口48 0748-53-8711 0748-53-2346 2571500202 kaigo-h3@ex-biwa.ne.jp

4 ケアコネクション株式会社 ケアコネクション訪問介護事業所 ○ 523-0891 近江八幡市鷹飼町457-23-201 0748-29-3651 0748-29-3652 2570400883 -

5 ソワン株式会社 ヘルパーステーションせいとく ○ 527-0038 東近江市聖徳町1-21 0748-20-5566 0748-20-5567 2570501169 hfc.higashiomi@gmail.com

6
株式会社
スイッチオンサービス

ヘルパーステーション
スイッチオン五個荘

○ 529-1415
東近江市五個荘五位田町592
番地

0748-43-2111 0748-48-6555 2570501052 -

7 田中ケアサービス株式会社
八日市支援センター
訪問介護事業所

○ 527-0028
東近江市八日市金屋二丁目2-
7

0748-20-1058 0748-20-1076 2570500070 -

8 田中ケアサービス株式会社
八日市支援センター
訪問入浴介護事業所

○ 527-0028
東近江市八日市金屋二丁目2-
7

0748-20-1058 0748-20-1076 2570500070 -

9 株式会社　ツクイ ツクイ近江八幡鷹飼 ○ 523-0896 近江八幡市鷹飼町北4-21-2 0748-31-2030 0748-31-1130 2570400719 -

10 株式会社 ナガオカ ヘルパーステーション桜川 ○ 529-1572 東近江市桜川西町891 0748-55-8172 0748-55-5878 2570500591

11
びわこ介護ユアナース
株式会社

びわこ介護ユアナース(株)
近江八幡営業所

○ 523-0891 近江八幡市鷹飼町454-7 0748-32-4545 0748-32-4545 2570400230 -

12 株式会社 雅
ヘルパーステーション
つくし

○ 527-0135 東近江市横溝町915 0749-45-0100 0749-45-0171 2570500807 info@miyabi-kaigo.com

13 公益財団法人近江兄弟社
ホームヘルパーステーション
ヴォーリズ

○ 523-0806 近江八幡市北之庄町492 0748-32-7130 0748-36-5458 2510400068 helper-1998@vories.or.jp

14 医療法人社団 幸信会 ケアステーションあおば ○ 527-0039 東近江市青葉町1-46 0748-24-3232 0748-23-6606 2510500693 aoba-med-n@snow.ocn.ne.jp

15 医療法人 恒仁会 近江温泉病院訪問介護センターひまわり ○ 527-0143 東近江市百済寺本町1-11 0749-46-1140 0749-46-2152 2570500633 info@oumi-hp.or.jp

16 公益財団法人　青樹会 訪問介護ヘルパーステーションおうみ ○ 523-8503 近江八幡市鷹飼町744 0748-31-0139 0748-31-0109 2560490027 aono@seijyukai.jp

17
医療法人社団
弓削メディカルクリニック

（医社）弓削メディカルクリニック
在宅医療部

○ 520-2501 蒲生郡竜王町弓削1825 0748-57-0584 0748-57-1147 2511500650 yugemedi@gmail.com

18
社会福祉法人
オアシス倶楽部

ホームヘルパーステーション
「オアシス」

○ 523-0022 近江八幡市馬淵町690 0748-38-0297 0748-38-0297 2570400065 ods@mx.bw.dream.jp

19 社会福祉法人 グロー きぬがさ訪問介護事業所 ○ 529-1441 東近江市五個荘川並町332 0748-48-8080 0748-48-5577 2570501151 kinugasa@aroma.ocn.ne.jp

20 社会福祉法人 慈照会 カルナホームヘルプサービス ○ 527-0001 東近江市建部下野町797 0748-23-3250 0748-22-3250 2570500054 karuna01@jishoukai.or.jp

21
社会福祉法人
しみんふくし滋賀

しみんふくし滋賀
近江八幡訪問介護事業所

○ 523-0892
近江八幡市出町414-5
フラワー1番館107号室

0748-32-4872 0748-32-4896 2570400859 -

22 社会福祉法人 真寿会
リハビリセンターあゆみ
のとがわ訪問介護事業所

○ 521-1201 東近江市新宮町558 0748-42-3355 0748-42-0111 2550580035 shinjyua@gold.ocn.ne.jp

23 社会福祉法人 雪野会 ヘルパーステーション万葉の里 ○ 520-2531 蒲生郡竜王町山之上6068 0748-57-2106 0748-57-2107 2571500020 manyounosato@rmc.ne.jp

24
社会福祉法人
近江八幡市社会福祉協議会

ヘルパーステーションあづち ○ 521-1342 近江八幡市安土町上出908-1 0748-46-6321 0748-46-8343 2570400461 a-shakyo@zc.ztv.ne.jp

25
社会福祉法人
東近江市社会福祉協議会

東近江市社会福祉協議会
ヘルパーステーションゆうあいの家

○ 527-0212 東近江市永源寺高野町437 0748-27-2066 0748-27-2067 2570500310 eomishakyo-eigenji@e-omi.ne.jp

26
社会福祉法人
東近江市社会福祉協議会

東近江市社会福祉協議会
ヘルパーステーションなごみ

○ 521-1241 東近江市乙女浜町1204 0748-43-0597 0748-43-0596 2570500468 -
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27
社会福祉法人
東近江市社会福祉協議会

東近江市社会福祉協議会
ヘルパーステーションせせらぎ

○ 529-1531 東近江市市子川原町676 0748-55-4895 0748-55-4570 2570500666 eomishakyo-gamo@e-omi.ne.jp

28
社会福祉法人
日野町社会福祉協議会

ホームヘルパーステーションひだまり ○ 529-1642 蒲生郡日野町上野田273-2 0748-52-5556 0748-52-5544 2571500251 fukushi@rmc.ne.jp

29
社会福祉法人
竜王町社会福祉協議会

竜王町社会福祉協議会
訪問介護事業所

○ 520-2552 蒲生郡竜王町小口4-1 0748-58-1475 0748-58-3739 2571500236 -

30 グリーン近江農業協同組合
ＪＡグリーン近江
介護福祉課

○ 523-0041 近江八幡市中小森町1138 0748-33-7515 0748-33-5106 2570400024 kaigo@jagreenohmi.jashiga.co.jp

31
特定非営利活動法人
しみんふくしの家八日市

しみんふくしの家八日市
訪問介護事業所

○ 527-0033 東近江市東沖野2丁目5-5 0748-20-5457 0748-20-5457 2570500120 -
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