
会社名
医療法人社団　青燈会
訪問介護ステーション

「のぞみ」

ウエルシア介護事業部
那珂営業所

NPO法人
たすけあいネット民の会

所在地
〒311-0105
那珂市菅谷605

〒311-0110
那珂市竹ノ内3-7-3

〒311-0113
那珂市中台481-7

電話番号 029-295-5165 029-352-0588 029-295-9002

ＦＡＸ番号 029-295-6357 029-352-0589 029-295-9012

利用可能
地域

那珂市内
那珂市内
那珂市近隣は要相談

那珂市内、その他　那珂市
周辺

業務内容
院内付き添い、外出付き添
い、大掃除、身体介護、食
事作り等

院内付き添い、外出付き添
い、大掃除、食事作り等

①日常生活支援
日常生活に必要な家事介護
等のサービスを行います。
②外出支援
病院受診を中心とした送迎
の手伝い

対象者 高齢者・障がい者 高齢者・障がい者
高齢者・障がい者
※那珂市内にお住まいの方
事前の会員登録が必要

料金等
1時間2,200円
30分1,100円

・定期訪問1時間2,484円
　院内付き添い
　1時間2,484円
・1回1時間から利用可能

①生活支援1時間あたり1,000
円
②外出支援1時間内500円
プラス交通費、日曜祭日は2
割増しとなります。
5㎞単位　150円
年会費3,000円（4月～3月）

支払方法
口座引落し
現金支払い

窓口にて現金支払い
銀行振込
ご自宅への集金

窓口にて現金支払い
銀行振込
ご自宅への集金

利用できる
時間帯

8時30分～17時30分
8時30分～17時30分
その他時間に関して要相談

8時～18時

備考

土・日・祝日応相談
12/31～1/3は休業
サービス内容・時間につい
てはご相談ください。

サービス内容・時間につい
てはご相談ください。

詳しくはご相談ください。

有　料　ヘ　ル　パ　ー
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会社名

（有）ケアープラン
センターいきいき
訪問介護サービス

いきいき

ナザレ園訪問介護
ハートサービス

株式会社ロザリス
ルアル訪問介護

ひたちなか

所在地
〒319-2102
那珂市瓜連1740

〒319-2103
那珂市中里361-2

〒312-0061
ひたちなか市稲田41-1

電話番号 029-296-3360 029-296-0034 029-229-0277

ＦＡＸ番号 029-277-6246 029-270-9316 029-229-0278

利用可能
地域

那珂市内
那珂市内
那珂市近隣は要相談

那珂市、ひたちなか市

業務内容
院内付き添い、外出付き添
い、大掃除、身体介護、食
事作り等

ハートサービス（自費サー
ビス）介護保険では対応で
きないサービスなど、皆様
の暮らしの様々な要望に応
え、自立を支援するサービ
ス
【身体介護サービス】
①病院内での介助、付き添
い、見守りなど
②外出介助
③家庭内での安否確認、見
守り介助など
【生活援助サービス】
①家事全般等
【訪問美容】
【爪のケア（専門職によ
る）】

介護保険給付の対象となら
ないサービス・見守り・通
院付き添い・散歩・行楽・
冠婚葬祭の外出介助や見守
り等

対象者 高齢者・障がい者 高齢者・障がい者 高齢者・障がい者

料金等
１時間2,000円
１時間以上は30分毎に500円

【身体介護・生活援助】
・1時間2,160円
　(平日8時～18時)
・夜間・休日(6時～8時・
18時以降)は1時間2,700円
となります。

1時間あたり1,500円

支払方法 口座引落し
口座引落し
ご自宅への集金

窓口にて現金支払い
銀行振込
ご自宅への集金

利用できる
時間帯

8時～18時
8時30分～17時30分
その他要相談

8時～18時

備考 土日祝日可
サービス内容・時間につい
てはご相談ください。

サービス内容・時間につい
てはご相談ください。
心のこもったサービスをさ
せていただきます。
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会社名 クリーンエイドサービス
（株）ニチイ学館

水戸支店

所在地
〒312-0032
ひたちなか市津田1652-1

〒310-0801
水戸市桜川1-1-25　大同生命水戸ビル1Ｆ

電話番号 0120-070-403 029-227-3272

ＦＡＸ番号 029-219-8364 029-224-0291

利用可能
地域

那珂市全般、その他周辺市町村対応可能
那珂市、水戸市全域、近隣の市町村対応
可能

業務内容

①見守りサービス
電球の交換やリモコンの電池交換から片
付けやお掃除など日常生活のちょっとし
た困りごと、高い所のちょっとしたお掃
除。誰に頼んでいいか分からないことな
どありましたらお気軽にご相談くださ
い。
②遺品整理、生前整理、ゴミの片付け、
整理整頓など。遺品整理認定協会認定者
がお伺いします。

【ニチイライフ（家事代行）サービス】
毎日の家事から、普段は行き届かない掃
除や整理整頓等
・お掃除代行サービス
・お片づけサービス
・お手伝いサービス
・長期留守宅管理サービス（留守中の換
気、掃除、郵便物の回収等々）
・その他、ご相談ください。

対象者

高齢者・障がい者・各家庭 高齢者・障がい者・一般

料金等

①見守りサービス　1時間以内/1人
1,500円
②遺品、生前整理　ゴミの片付け、整理
整頓　要お見積り（荷物の量で変動する
ので必ず事前お見積りが必要になりま
す）

・スポットプラン(不定期)
　1回1時間～　5,830円
・年間スポットプラン(年4回以上)
　1回1時間～　4,510円
・定期プラン(月1回以上)
　1回1時間～　3,960円
・定期プラン(週1回以上)
　1回1時間～　3,300円
※時間帯加算：提供時間によって料金が
25.0％～50.0％の加算がございます。

支払方法

当日現金払い及び振込 ①郵便振込
②コンビニ払い
※支払い手数料はお客様のご負担となり
ます。
③口座振替（引き落とし）

利用できる
時間帯

通常　平日8時30分から17時まで（相談可
能）

365日、ご希望の時間帯をご相談くださ
い。

備考

誰に頼んでいいか分からないちょっとし
た困りごとを解決できる高齢者、障がい
者のサービスです。詳しい内容などご連
絡をいただければ直接ご説明にお伺いし
ます。

ご利用（お申込）の前に必ず事前訪問が
ございます。その際のお見積りは無料で
す。

有　料　ヘ　ル　パ　ー
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会社名
ダスキン
ライフケア

水戸ステーション

家事サービス
ひかり

所在地
〒310-0905
水戸市石川1丁目4034-10

〒310-0026
水戸市泉町1-4-20
メドウ泉町201

電話番号 029-253-3950 029-224-2971

ＦＡＸ番号 029-253-3960 029-353-7918

利用可能
地域

那珂市、水戸市全域、その他周辺市町村
対応可能

水戸市、那珂市、ひたちなか市

業務内容

ご家族様に代わって身の回りのお世話を
行います。
日常的な掃除・食事作り・通院・外出時
の付き添い・身体介護や見守り・認知症
対応等
その他、お客様のお困りごとが私たちの
サービスメニューです。

<家事サービス全般>
・住居の清掃及び整理
・洗濯及び後片付け
・食事の準備及び後片付け
・お買い物

対象者 高齢者 生活をする上で困っている方

料金等

※365日24時間対応・1回2時間よりお受け
いたします。
・基本料金　（8時～22時）
【適用条件】毎月8時間以上継続して利用
いただく場合
3,300円（税抜3,000円）/1時間
・夜間・早朝
（22時～翌6時）のサービスについては、
ご相談ください。
・1回訪問につき、別途サービス移動費を
頂戴致します。（地域別）

・9時～17時　　11,100円
・17時～翌9時　13,200円
・9時～翌9時　 24,300円
　(9時～17時の間の1時間)　2,350円
・9時前・17時以降の1時間　2,938円
※交通費
事務所～距離　1㎞×30円
往復変わらず

支払方法
銀行振込
ご自宅への集金

振込・集金

利用できる
時間帯

24時間365日 上記料金等の時間　応相談

備考

家事でも身体介護でも同一料金
土・日・祝日でも同一料金
独自のシニアケア研修を受けたケアス
タッフがお伺いいたします。
急な依頼でもご相談に応じます。

交通費は買い物・薬取り等
ご自宅～1㎞×30円（距離）

有　料　ヘ　ル　パ　ー
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