那珂市内の介護サービス事業所一覧
〔令和２年９月１日現在〕

✣居宅介護支援事業所
ケアプランセンターぽっかぽか

311-0106 杉1165-4

029-295-8822

のぞみ居宅介護支援事業所

311-0105 菅谷605

029-295-5217

ケアプランセンターえくぼ

311-0111 後台1495-1

029-353-0136

那珂社協居宅介護支援事業所

319-2102 瓜連321

029-229-0309

居宅介護支援事業所

ゆたか

311-0111 後台2045-4

029-295-1413

居宅介護支援事業所

クリクリ

311-0117 豊喰505

029-295-8351

ケアプランセンター

けいわ

311-0133 鴻巣3247-1

029-295-5126

ナザレ園居宅介護支援事業所

319-2103 中里361-2

029-270-9315

ウエルシア介護サービス

311-0110 竹ノ内３丁目7-3

029-352-0588

ひばりヶ丘居宅介護支援事業所

311-0105 菅谷528

029-295-1701

ケア・サポート うりづら

319-2105 古徳2185-1

029-296-2317

居宅介護支援事業所

那珂

ケアセンター那珂 311-0107 額田南郷2381-18

029-219-7312

あい・ねもと薬局ケアプランセンター

311-0115 西木倉166-1

029-295-1021

居宅介護支援事業所フェニックス那珂

311-0134 飯田1733-1

029-295-8671

いくり苑那珂

311-0105 菅谷3799-6

029-352-0017

311-0111 後台2400-1

029-219-7255

ケアープランセンターいきいき

319-2102 瓜連1740

029-296-3360

ふくらケアプランセンター

311-0113 中台750-5

029-229-1951

ケアプランセンター

311-0105 菅谷868-3

029-212-4300

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

はる風

１up

※市内の事業所だけではなく他市町村の事業所もご利用になれます。

✣介護予防支援事業所（地域包括支援センター）
地域包括支援センター青燈会
（

神崎・菅谷地区

菅谷605-2
311-0105 介護老人保健施設ライブ 029-295-5288
リーライフ「那珂」内

）

地域包括支援センターゆたか園
（

五台・戸多・芳野地区

）

後台2045-4
311-0111 特別養護老人ホーム
ゆたか園隣

地域包括支援センターナザレ園
319-2103
（

額田・木崎・瓜連地区

）

029-295-1287

中里361-2
029-296-3405
社会福祉法人ナザレ園内

※お住まいの地区ごとに担当の地域包括支援センターが決まっています。

✣訪問介護

※「要介護１～５」のかたが対象です。

ヘルパーステーション

なみき

311-0113 中台481-7

029-295-9002

311-0110 竹ノ内３丁目7-3

029-352-0588

ナザレ園訪問介護事業所

319-2103 中里361-2

029-296-0034

指定訪問介護事業所

311-0111 後台2045-4

029-295-8415

311-0105 菅谷605

029-295-5165

ウエルシア介護サービス

那珂

ごだい

訪問介護ステーション

のぞみ

有限会社ヘルパーステーションあおいとり 311-0134 飯田2070-2

029-219-4505

在宅介護サービス

311-0111 後台1495-1

029-353-1165

訪問介護サービスいきいき

319-2102 瓜連1740

029-296-3360

株式会社

Ｎ・Ｃ・Ｉカンパニー

311-0106 杉233

029-219-9065

訪問介護

ぽっかぽか

311-0105 菅谷964-1

029-229-3211

311-0113 中台750-5

029-229-1951

えくぼ

ヘルパーステーションふくら愛

※要支援１・２のかたは「介護予防・日常生活支援総合事業

指定事業所一覧」を参照ください。

✣訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護）
※「要支援１・２」「要介護１～５」のかたが対象です。

ウエルシア介護サービス

那珂

311-0110 竹ノ内３丁目7-3

✣訪問看護（介護予防訪問看護）
西山堂

慶和病院

029-352-0588

※「要支援１・２」「要介護１～５」のかたが対象です。

311-0133 鴻巣3247-1

029-295-5121

311-0105 菅谷605

029-295-6807

ナザレ園訪問看護ステーション

319-2103 中里361-2

029-296-3622

訪問看護ステーション

311-0117 豊喰505

029-298-0175

訪問看護ステーションふくら笑顔

311-0113 中台750-5

029-229-1951

訪問看護ステーション

311-0105 菅谷868-3

029-219-6887

訪問看護ステーション

のぞみ

こころ

１up

✣通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）
※「要支援１・２」「要介護１～５」のかたが対象です。

311-0105 菅谷605-2

029-295-6835

311-0134 飯田1733-1

029-298-8787

311-0133 鴻巣3247-1

029-295-5121

通所リハビリテーション事業所「しずみね」

319-2105 古徳538-2

029-296-2313

岩上記念病院

319-2105 古徳538-2

029-296-2066

小野瀬医院

311-0111 後台1829-5

029-295-2221

介護老人保健施設

ライブリーライフ「那珂」

介護老人保健施設

フェニックス那珂

通所リハビリテーション

けいわ

✣通所介護

※「要介護１～５」のかたが対象です。

デイサービスセンター

311-0105 菅谷528

029-295-1701

319-2103 中里342-7

029-296-3711

ひまわり荘

311-0111 後台2042-1

029-295-5120

いくり苑那珂

311-0105 菅谷3799-6

029-352-0017

311-0105 菅谷964-1

029-229-3211

デイサービスセンター 元気リハビリ しなやか

311-0111 後台3252-1

029-212-7101

ケアステーションあさひ那珂

311-0105 菅谷4034-8

029-352-1016

ケアサポート希望の丘

311-0103 横堀1632

029-212-3325

ナザレ園

ひばりヶ丘

デイサービスセンター

デイサービスセンター
指定通所介護事業所
ファミーユ

ぽっかぽか

デイサービスセンター

※要支援１・２のかたは「介護予防・日常生活支援総合事業

指定事業所一覧」を参照ください。

✣福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与）
※「要支援１・２」「要介護１～５」のかたが対象です。

株式会社

ロングライフ

那珂営業所

311-0105 菅谷5487-4

029-295-7843

ケアサポートなか

311-0105 菅谷509-2

029-270-8181

たんぽぽ

311-0118 福田1602-1

029-295-5369

ナザレ園福祉用具貸与事業所

319-2103 中里361-2

029-296-1618

介護用品Plus

311-0105 菅谷2312-4

029-357-8810

水戸営業所

✣特定福祉用具販売（特定介護予防福祉用具販売）
※「要支援１・２」「要介護１～５」のかたが対象です。

株式会社

ロングライフ

那珂営業所

311-0105 菅谷5487-4

029-295-7843

ケアサポートなか

311-0105 菅谷509-2

029-270-8181

たんぽぽ

311-0118 福田1602-1

029-295-5369

介護用品Plus

311-0105 菅谷2312-4

029-357-8810

ナザレ園福祉用具貸与事業所

319-2103 中里361-2

029-296-1618

水戸営業所

✣介護老人福祉施設

※原則、「要介護３～５」のかたが対象です。

特別養護老人ホーム

ゆたか園

311-0111 後台2042-1

029-298-6399

特別養護老人ホーム

ナザレ園

319-2103 中里342-3

029-296-0177

特別養護老人ホーム

ナザレ園 オリーブ 319-2103 中里342-3

029-296-0177

特別養護老人ホーム

ひばりヶ丘

311-0105 菅谷528

029-295-1701

特別養護老人ホーム

いくり苑那珂

311-0105 菅谷3799-6

029-352-0017

特別養護老人ホーム

藤井ハイム那珂

319-2102 瓜連433-2

029-212-5133

※他市町村の施設に入所の申し込みをすることもできます。

✣介護老人保健施設
介護老人保健施設

311-0105 菅谷605-2

029-295-6835

311-0134 飯田1733-1

029-298-8787

第２フェニックス那珂 311-0134 飯田1733-1

029-298-7812

ライブリーライフ「那珂」

介護老人保健施設
介護老人保健施設

※原則、「要介護１～５」のかたが対象です。

フェニックス那珂

※他市町村の施設に入所の申し込みをすることもできます。

✣介護療養型医療施設
介護療養型医療施設

岩上記念病院

※原則、「要介護１～５」のかたが対象です。

319-2105 古徳538-2

※他市町村の施設に入所の申し込みをすることもできます。

029-296-2066

✣短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）
※「要支援１・２」「要介護１～５」のかたが対象です。

特別養護老人ホーム

ひばりヶ丘

311-0105 菅谷528

029-295-1701

特別養護老人ホーム

ゆたか園

311-0111 後台2042-1

029-298-6399

特別養護老人ホーム

ナザレ園

319-2103 中里342-3

029-296-0177

特別養護老人ホーム

ナザレ園 オリーブ 319-2103 中里342-3

029-296-0177

特別養護老人ホーム

いくり苑那珂

311-0105 菅谷3799-6

029-352-0017

311-0111 後台2400-1

029-219-7255

319-2102 瓜連433-2

029-212-5133

311-0103 横堀1632

029-212-3325

ショートステイ

はる風

特別養護老人ホーム

藤井ハイム那珂

ケアサポート希望の丘

✣短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）
※「要支援１・２」「要介護１～５」のかたが対象です。

介護老人保健施設

ライブリーライフ「那珂」

介護老人保健施設

フェニックス那珂

311-0105 菅谷605-2

029-295-6835

311-0134 飯田1733-1

029-298-8787

✣特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護）
※「要支援１・２」「要介護１～５」のかたが対象です。

介護付有料老人ホーム

えくぼ

311-0111 後台1495-1

029-353-1165

✣地域密着型通所介護
デイサービス

いきいき

※「要介護１～５」のかたが対象です。

319-2102 瓜連1740

029-296-3360

ふらわあデイサービス那珂

311-0111 後台3159-1

029-295-5417

デイサービス

311-0111 後台2400-1

029-219-7255

311-0106 杉451-1

029-270-8355

319-2105 古徳662-2

029-219-8314

ケアサポート太陽の丘

311-0107 額田南郷2381-18

029-352-1627

デイサービス

311-0111 後台1495-1

029-353-1165

311-0106 杉1165-4

029-295-8822

311-0103 那珂市横堀1789-25

029-212-5088

はる風

デイサービスまごころの家
デイサービス野ばら

那珂

すぎのこ日和

那珂デイホーム

えくぼ
ぽっかぽか

ケアサポートよこぼり

※利用者は、原則、那珂市の住民となります。

✣認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護）
※「要支援１・２」「要介護１～５」のかたが対象です。

デイサービス
デイサービス

クリクリ

瓜連

イコイ

憩の杜

319-2103 中里1365-7

029-270-9550

311-0105 菅谷533

029-295-2251

※利用者は、原則、那珂市の住民となります。

✣小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）
※「要支援１・２」「要介護１～５」のかたが対象です。
サト

319-2103 中里1184-1

029-270-9005

イコイ

憩の杜

311-0105 菅谷533

029-295-2251

クリクリ

311-0117 豊喰140-17

029-352-0016

ゆたかな郷
小規模多機能ホーム
小規模多機能ホーム

※利用者は、原則、那珂市の住民となります。

✣認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症共同生活介護）
※「要支援２」「要介護１～５」のかたが対象です。

グループホーム

ふれあいの家

グループホーム
グループホーム
ケアホーム

311-0103 横堀2032-4

029-352-1011

榧子木

311-0121 戸崎508-3

029-353-0583

あおいとり

311-0134 飯田2388-5

029-295-5677

311-0103 横堀2274-1

029-352-1260

319-2103 中里1184-1

029-270-9005

イコイ

憩の杜

311-0105 菅谷533

029-295-2251

クリクリ

311-0117 豊喰140-17

029-352-0016

カ ヤ ノ キ

テンダーの杜

なか

サト

ゆたかな郷
グループホーム
グループホーム

※利用者は、原則、那珂市の住民となります。

✣定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ナザレ園定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

※「要介護１～５」のかたが対象です。

319-2103 中里342-3

※利用者は、原則、那珂市の住民となります。

029-296-0034

