介護マーク普及協力事業所一覧 （令和４年５月18日現在）
長野県介護支援課
分野

事

業

所

名

心のこもったお手伝いをしていきた
いと思います。

生活協同組合コープながの
長野稲里店

長野市稲里町中央3-38-1

026-283-4455

コープ長野稲里店のカウンターで介
護マークカードの貸出しを行います。

安曇野市豊科2637-4
長野市若里3-22-1

株式会社北長野ショッピングセ
長野市吉田3-22-1
ンター

長野市大字北尾張部710-1 026-241-1314

店舗サービスカウンターにて介護
マークカードを貸し出しております。

株式会社ながの東急百貨店

長野市南千歳1-1-1

026-226-8181

ポスターを掲示し、介護マークをＰＲ
します。

0263-57-8818

空港をご利用されるお客様等に周知
し、介護マークの普及を図ります。

026-225-9007

車内にステッカーシールを掲示し、
介護マークをＰＲします。

７事業所
松本空港ターミナルビル株式
松本市大字空港東8909
会社
サンフラワーホールディングス
株式会社
長野市大字鶴賀123-6
ひまわりタクシー
長野観光自動車株式会社

長野市大字高田1462

026-222-1227

松本タクシー株式会社

松本市開智2-2-3

0263-33-3696

飯山自動車有限会社

飯山市南町14-6

0269-62-3893

関東支社佐久管理事務所
東日本高速道路株式会社
関東支社長野管理事務所

ＮＥＸＣＯ東日本の長野県内ＳＡ・ＰＡ
で介護マークをＰＲします。
026-238-8660
売店レジで介護マークカードの貸出
しを行います。
ＮＥＸＣＯ東日本の長野県内ＳＡ・ＰＡ
で介護マークをＰＲします。
佐久市岩村田116
0267-68-8861
売店レジで介護マークカードの貸出
しを行います。
ＮＥＸＣＯ東日本の長野県内ＳＡ・ＰＡ
で介護マークをＰＲします。
長野市松代町東寺尾1195026-278-7701
2
売店レジで介護マークカードの貸出
しを行います。

松本市深志1-1-2

長野県の趣旨に賛同し、介護をする
0263-33-8301 方、される方にとって住みよい社会
づくりの推進に努めます。

１事業所

教 株式会社日本教育クリエイト
育
三幸福祉カレッジ

三幸福祉カレッジでは、介護マーク
東京都新宿区西新宿1-2303-3343-2916 に関するポスター掲示やチラシ配布
7
をします。

１事業所

建
株式会社創恒
設
小計

0263-47-7515

９事業所

金 朝日生命保険相互会社
融
長野支社

小計

コープ安曇野豊科店のカウンターで
0263-71-4400 介護マークカードの貸出しを行いま
す。
当館の全15店舗で介護マークの普
026-224-2804
及に取り組んでいます。
正面入口案内所にて介護マークカー
026-259-8181
ドの貸出しを行います。

株式会社マツヤ

東日本高速道路株式会社

小計

事業所からのメッセージ

0268-23-4332

交 中日本高速道路株式会社
八王子支社松本保全・サービ 松本市島立1347
スセンター
通
ネクセリア東日本株式会社
長野市上千歳町1137-23
関東西支店長野支部
長野1137ビル９階

小計

電話番号

上田市緑が丘1-27-55

ケーズタウン若里

小計

所

上田民芸社

生活協同組合コープながの
安曇野豊科店
商
業

住

１事業所

上田市古安曽1593

当社では、長野県の趣旨に賛同し、
0268-39-2888 「やさしい社会」づくりの推進のため、
介護マークの普及に努めます。

分野

旅
館
・
ホ
テ
ル

小計

事

業

所

名

事業所からのメッセージ
フロントにて介護マークカードの貸出
有限会社エスポワールみさわ 北安曇郡小谷村栂池高原 0261-83-2644 しを行います。ポスターを掲示して、
介護マークをＰＲします。
介護の必要な方にとって優しい会社
株式会社ホテル雄山
千曲市上山田温泉2-32-11 026-275-5111
を目指します。
北佐久郡軽井沢町大字長
有限会社ホテルそよかぜ
0267-45-8200
倉214
客室内のご案内に介護マークのチラ
旅館おくむら
諏訪郡下諏訪町3149-5
0266-27-8106
シを入れ普及を図ります。
介護マークの普及に取り組んでいま
木曽文化公園宿泊施設 駒王 木曽郡木曽町日義4898
0264-23-7201
す。
５事業所

理
容 理容店（別紙 ２１４事業所）
・
美
容 イデウラ美容室
小計 ２１５事業所
長野県美容業生活衛生同業組
協 合
同 長野県飲食業生活衛生同業組
組 合
合
・ 双葉生活協同組合
同
業 長野県クリーニング生活衛生
組 同業組合
合 長野県理容生活衛生同業組合
小計

住

所

電話番号

上田市中丸子1623

0268-42-5533

長野市中御所3-15-4

026-228-0404

長野市鶴賀629-1
長野東口ビル３階
長野市大字南長野北石堂
町1177-3
長野市問御所町1241-1
信越ビル701
松本市中央1-21-3

026-228-0975
026-236-2432
026-267-4050
0263-33-6650

出張美容の際の提示等で介護マー
クをＰＲします。
長野県美容組合加盟店で介護マー
クをＰＲします。
組合のホームページで介護マークを
ＰＲします。
ポスターを掲示し、介護マークをＰＲ
します。
組合加盟店の受付で介護マークカー
ドの貸出しを行います。
長野県理容生活衛生同業組合加盟
店では介護マークをＰＲします。

５事業所
地域とともに歩み、支え合い、助け
合う地域福祉をめざします。
佐久総合病院 老人保健施設
職員に周知し、介護マークの普及に
南佐久郡小海町小海4487-1 0267-92-5500
こうみ
取り組みます。

医
療
・
福
祉
・
介
護

社会福祉法人松本ハイランド

松本市大字和田2240-33

0263-40-3377

宅幼老所 都波岐の杜

松本市小屋南1-43-18

0263-50-9777

長野県在宅福祉機器協議会

長野県内各地において福祉医療用
具販売・貸与事業を手掛ける会員事
長野市稲里町下氷鉋492-2 026-284-8380 業所24社41事業所のスタッフ全員
で、介護をする人々を見守り、地域を
支援します。

株式会社ケアコンシェル
筋活スペースゆうもあ

茅野市塚原2-1-1

社会福祉法人 睦会
総合福祉施設 須坂やすらぎ
の園

須坂市大字日滝字寺窪
2887-1

0266-72-1010

長野県の趣旨に賛同し、「やさしい社
会づくり」を目指します。

従業員一同で介護マークの普及に
協力致します。

株式会社ながでんハートネット
長野市東鶴賀町78
倶楽部

ポスター、チラシ等による介護マーク
026-246-4600 のＰＲ活動を行います。介護マーク
の貸出しも行います。
会員施設に周知するとともに介護
026-225-0181
マークの普及を図ります。
当社全施設でポスターを掲示し、介
026-238-6633
護マークをＰＲいたします。

てとてと麻績介護支援センター 東筑摩郡麻績村日4769-1

0263-67-1175

長野県老人福祉施設事業連盟 長野市若里7-1-7

株式会社 福老

長野市中越2-31-6

社会福祉法人のぞみ福祉会
ケアハウスのぞみ

小諸市和田966-151

従業員に周知し介護マークの普及を
図ります。

介護にやさしい社会を目指し、介護
026-244-2628 マークの普及活動を全スタッフで積
極的に推進します。
従業員に周知し介護マークの普及を
0267-25-1161
図ります。

分野

事

業

所

名

寄り合い処 ふらっとさかき

住

所

埴科郡坂城町大字坂城
6986-1

特定非営利活動法人 なごみ
長野市川中島町原769-12
宅老所なごみや
特定非営利活動法人 こまネッ
駒ケ根市梨の木5-34
ト
有限会社 南条薬局

埴科郡坂城町南条7162-1

特定非営利活動法人 峠茶屋 松本市刈谷原町469-1
駒ケ根市デイサービスセンター
駒ケ根市中沢12076-1
竜東やまびこ園
ひらいで・遺跡のまちケアマネ 塩尻市大門五番町12番41
ジメント
号

医
療
・
福
祉
・
介
護

電話番号

事業所からのメッセージ

0268-81-2201

地域の方、従業員に周知し介護マー
クの普及を図ります。

026-293-7538
0265-83-6976
0268-82-7289
0263-64-1141
0265-83-5060
0263-53-2488

株式会社テトラ
プレアデスコート大門

塩尻市大門一番町９番15号 0263-31-5013

特定非営利活動法人 どんつく

下伊那郡豊丘村大字河野
431

0265-48-6677

一般社団法人長野県薬剤師会 松本市旭2-10-15

0263-34-5511

サンフラワーホールディングス
株式会社
長野市大字鶴賀123-6
介護事業所ひまわり

026-225-9007

社会福祉法人七つの鐘
訪問介護ステーション栄寿
生活協同組合コープながの
コープながの福祉センター
宅老所こーぷの家国分
小規模多機能型居宅介護
こまちの家

介護保険事業を通じ、近隣や地域へ
の普及拡大を目指します。
シールを作成し、車輌に貼って介護
マークをＰＲしています。
ポスター・チラシ等による介護マーク
のＰＲを行います。
介護マークカードの貸出しを行いま
す。
地域の皆様に、周知していただける
よう声かけや説明も致します。
県内会員薬局店頭で、介護マーク
カードの貸出しと、チラシの配布を行
います。
ポスターを掲示し、介護マークをＰＲ
します。

ポスター、チラシ、広報誌等により普
安曇野市三郷小倉60479-1 0263-77-8800 及活動を行います。介護マークカー
ドの貸出しも行います。
須坂市大字高梨333-6
ポスターを掲示し、介護マークをＰＲ
026-246-1068
上原ビル1階Ｃ室
します。
上田市国分813-2

0268-29-8010

駒ヶ根市下市場32-3

0265-82-8010

ケアオフィスウィッシュ

塩尻市広丘野村2210
テナント大空203

0263-50-5161

社会福祉法人敬老園

上田市常磐城2256-1

0268-28-1170

医療法人あさま会
リサーチパーククリニック

上田市大字下之郷813-46

0268-37-1133

特定非営利活動法人
長野県高齢者福祉協会
株式会社アスカムライフ
リハビリサロン夢里逢

私も介護者になります、これを付け
た時。と地域で周知します。

長野市南長野南県町1001026-228-5005
3
東御市海善寺1194-1

0268-75-8137

白馬村デイサービスセンター

北安曇郡白馬村大字神城
22847-2

0261-75-4030

塩尻市社会福祉協議会
地域福祉推進センター

塩尻市大門６番町４番６号

0263-52-2795

社会福祉法人信濃友愛会

松本市南原2-16-13-3F

0263-26-2920

株式会社介護１１９番

東筑摩郡生坂村東広津
16285

090-9353-3677

Ｙ＆Ｙ株式会社
ユーコーケア長野

長野市稲葉2605番地１

026-217-1558

こーぷの家国分の受付で介護マーク
カードの貸出しを行います。
事業所の受付で介護マークカードの
貸出しを行います。
当社スタッフへ介護マークカードの携
帯を行います。
事業所内に介護マークのポスター掲
示やチラシを設置し、事業所職員へ
の介護マークの周知・啓発を行いま
す。また、介護マークカードの貸出し
を行います。
当医療法人は、医療・介護・スポーツ
及び文化を通じて、医療弱者を助け
ます。
会員事業所へ介護マークの周知を
図り、普及を推進します。
介護にたずさわる者としてＰＲしま
す。
ご利用者送迎時に送迎車に添付し、
介護マークの普及を行います。
介護する方が、より介護しやすい地
域づくりを応援します。
職員会等でまずスタッフに周知し、広
く社会に広げていきたい。
老人が暮らしやすくするために介護
の担い手として介護される方、する
方の立場を考えていきます。
ポスターの掲示及び職員への周知
を行います。

分野

小計

事

業

所

名

住

所

グループホーム陽気

飯田市鼎下山270-1

（医）健静会 上田病院

上田市中央１丁目３－３

３８事業所

合計 ２８２事業所

電話番号

事業所からのメッセージ

介護職は、カッコイイ仕事です。ぜひ
0265-23-4552 この学びの深い仕事を楽しみ、共有
しながら助け合いましょう！
事業所内で介護者に介護マークカー
0268-26-7788 ドの貸し出しを行うとともに、ポスター
の掲示、チラシの設置を行います。

