
訪問介護相当サービス

事業所名 事業所所在地 電話番号

ＪＡあづみ指定訪問介護事業所 安曇野市豊科4270番地６ 0263-72-2148

訪問介護サービスからだ堂 安曇野市豊科5946-1 0263-72-5535

ヘルパーステーションあずみの里 安曇野市豊科高家5285番地11 0263-71-3510

ニチイケアセンター安曇野光 安曇野市豊科田沢4599-1 0263-71-2517

リビングサポート 安曇野市豊科田沢4642-3 0263-88-7570

ヘルパーステーションひだまり
（令和２年５月１日休止）

安曇野市豊科高家781-1 0263-73-2086

ヘルパーステーションアイユーほたか 安曇野市穂高4563番地7 0263-84-0303

安曇野市社協ホームヘルプセンター北部 安曇野市穂高5808番地１ 0263-82-2940

訪問介護ステーションアリス
安曇野市穂高柏原1707-4
ハイツ柏原Ａ棟103号

0263-55-5001

ヘルパーステーションすばる
（令和２年２月１日休止）

安曇野市穂高有明3074-4 0263-88-8871

ヘルパーステーションアルメリア 安曇野市穂高有明5718番地202 0263-55-5167

穂高苑地域介護センター訪問介護事業所 安曇野市穂高有明7394-21 0263-88-3720

サンクスホームヘルプステーション 安曇野市穂高有明9990-1 0263-88-6868

訪問介護ステーションうたたね 安曇野市穂高柏原3599-3 0263-75-3055

ヘルパーステーションひまわり 安曇野市穂高北穂高1716番地１ 0263-81-0611

ヘルパーステーション　ゆうり 安曇野市穂高北穂高2264番地40 0263-87-8370

ほっと・はあとヘルパーステーションほたか 安曇野市穂高北穂高2667番地2 0263-82-1311

安曇野南訪問介護ステーション 安曇野市三郷小倉6086番地２ 0263-76-5510

安曇野市社協ホームヘルプセンター南部 安曇野市三郷明盛2198番地１ 0263-77-8080

ヘルパーステーションまがりっと 安曇野市三郷温2193－1 0263-71-6660

訪問介護ステーションみどり 安曇野市堀金烏川1079番地1 0263-88-3550

ヘルパーステーション　きずな 安曇野市堀金烏川5119 0263-87-8206

安曇野市社協ホームヘルプセンター東部 安曇野市明科東川手606番地２ 0263-62-2429

ヘルパーステーション　リアン 安曇野市明科中川手3650-1 0263-88-8871

ヘルパーステーションサルビア
（令和２年10月1日休止）

松本市梓川倭3234-15 0263-78-7288

くわの実訪問介護 松本市梓川梓498-3 0263-76-1860

松本西訪問介護ステーション 松本市城西１丁目９番２号 0263-33-6400

社会福祉法人松本市社会福祉協議会四賀ヘル
パーステーション（平成31年３月31日休止）

松本市会田1001-1 0263-64-1122

◎安曇野市を通常の事業実施地域としている事業所を記載してあります。
※要支援１・２、事業対象者の方が対象です。

○安曇野市総合事業指定事業者（訪問型サービス）

訪問（相当） -1



◎安曇野市を通常の事業実施地域としている事業所を記載してあります。
※要支援１・２、事業対象者の方が対象です。

○安曇野市総合事業指定事業者（訪問型サービス）

ほっと・はあとヘルパーステーション里山辺 松本市里山辺1294-1 0263-34-6032

訪問（相当） -2



訪問介護相当サービス

事業所名 事業所所在地 電話番号

うつくしがはら温泉敬老園ヘルパーステー
ション

松本市里山辺67-1 0263-37-1187

ヘルパーステーション銀松苑 大町市常盤6850-24 0261-26-3388

訪問介護ステーションハピネスケア24 松本市惣社515-2 0263-88-2221

◎安曇野市を通常の事業実施地域としていない事業所を記載してあります。
（利用ができない場合がございます。）
※要支援１・２、事業対象者の方が対象です。

○安曇野市総合事業指定事業者（訪問型サービス）

訪問（相当）実施地域含まない-3



訪問型サービスA

事業所名 事業所所在地 電話番号

訪問介護サービス　からだ堂 安曇野市豊科5946-1 0263-72-5535

ほっと・はあとヘルパーステーションほたか 安曇野市豊科5274-1 0263-87-5350

JAあづみくらしの助け合いネットワークあんしん 安曇野市豊科南穂高2728-1 0263-71-2828

ヘルパーステーションひだまり 安曇野市豊科高家781-1 0263-73-2086

安曇野市社協ホームヘルプセンター北部 安曇野市穂高5808-1 0263-82-2947

ヘルパーステーションひまわり 安曇野市穂高北穂高1716番地1 0263-81-0611

ヘルパーステーション　ゆうり 安曇野市穂高北穂高2264番地40 0263-87-8370

ヘルパーステーションすばる
（令和２年２月１日休止）

安曇野市穂高有明3074-4 0263-88-8871

ヘルパーステーションアルメリア 安曇野市穂高有明5718番地202 0263-55-5167

穂高苑地域介護センター　訪問介護事業所 安曇野市穂高有明7394番地21 0263-88-3720

安曇野南訪問介護ステーション 安曇野市三郷明盛1491 0263-76-5510

安曇野市社協ホームヘルプセンター南部 安曇野市三郷明盛2198-1 0263-77-6606

ヘルパーステーション　まがりっと 安曇野市三郷温2193番地1 0263-50-5160

訪問介護ステーションみどり 安曇野市堀金烏川1079番地1 0263-88-3550

安曇野市社協ホームヘルプセンター東部 安曇野市明科東川手606-2 0263-62-6123

ヘルパーステーションサルビア
（令和２年10月１日休止）

松本市梓川倭3234-15 0263-78-7288

ほっと・はあとヘルパーステーション里山辺 松本市里山辺1294-1 0263-34-6032

一般社団法人福寿会　福祉タクシー幸ちゃん
松本市岡田松岡116-6
由比ヶ浜第3マンション102号

090-9353-3677

◎安曇野市を通常の事業実施地域としている事業所を記載してあります。
※要支援１・２、事業対象者の方が対象です。

○安曇野市総合事業指定事業者（訪問型サービス）

訪問（サービスA） -4



通所介護相当サービス

事業所名 事業所所在地 電話番号

デイサービス　きたえる～む　安曇野 安曇野市豊科4260-1 0263-87-0191

安曇野市社協デイサービスセンター豊科 安曇野市豊科4160番地１ 0263-72-6464

ツクイ安曇野 安曇野市豊科4941-1 0263-71-6101

ちえの和デイサービス 安曇野市豊科5179番地１ 0263-71-6844

宅老所ちゃ・茶 安曇野市豊科５６７１番地 0263-72-4274

デイサービスセンターいこいの家たきべ野 安曇野市豊科高家5090番地１ 0263-71-4165

宅老所いいせ新宅 安曇野市豊科高家5809番地1 0263-71-2525

ニチイケアセンター安曇野光 安曇野市豊科田沢4599-1 0263-71-2517

リハビリデイサービスぽっかぽか豊科 安曇野市豊科南穂高1228-2 0263-88-7122

ＪＡあづみ　あんしんの里「南穂高」 安曇野市豊科南穂高2728-5 0263-73-0550

デイサービス風彩 安曇野市豊科南穂高442番地7 0263-71-3278

リハビリセンター　アライブ 安曇野市豊科南穂高835-3 0263-50-4139

デイサービスむらやま 安曇野市穂高4563番地7 0263-82-2612

すずらん 安曇野市穂高5620番地１ 0263-81-3700

安曇野市社協デイサービスセンター穂高 安曇野市穂高5808番地１ 0263-82-0330

Family 安曇野市穂高8111番地3 0263-87-8456

宅幼老所なかむら 安曇野市穂高柏原１４２５番１ 0263-82-3533

デイサービスアトリエ・もめん 安曇野市穂高柏原2294-5 0263-88-5508

デイサービスセンターアリス 安曇野市穂高柏原1646-1、1646-11 0263-55-5001

宅老所ひまわり 安曇野市穂高北穂高1716番地1 0263-81-0611

古民家デイサービス有明郷 安曇野市穂高有明1836番地イ 0263-87-8443

宅幼老所くりの木 安曇野市穂高有明2099番地30 0263-83-3594

いやしろ地えんじゅ 安曇野市穂高有明2181-13 0263-83-7069

穂高苑デイサービスセンター 安曇野市穂高有明３０７４－４ 0263-31-0837

宅老所笑楽 安曇野市穂高有明460番地5 0263-31-6737

デイサービス宝城 安曇野市穂高有明7267-10 0263-87-7861

◎安曇野市を通常の事業実施地域としている事業所を記載してあります。
※要支援１・２、事業対象者の方が対象です。

○安曇野市総合事業指定事業者（通所型サービス）

通所（相当）-5



通所介護相当サービス

事業所名 事業所所在地 電話番号

◎安曇野市を通常の事業実施地域としている事業所を記載してあります。
※要支援１・２、事業対象者の方が対象です。

○安曇野市総合事業指定事業者（通所型サービス）

サンクスデイサービスさいわい 安曇野市穂高有明9990－１ 0263-88-6868

デイサービス　七彩 安曇野市穂高有明7794-1 0263-87-2995

宅幼老所あんずの木 安曇野市三郷温299番地 0263-50-7780

デイサービスまがりっと太田屋 安曇野市三郷温2193－1 0263-50－8775

デイサービス彩香 安曇野市三郷温2399 0263-55-3494

デイサービスセンター山吹 安曇野市三郷明盛1491 0263-76-5010

安曇野市社協デイサービスセンター三郷 安曇野市三郷明盛2198番地１ 0263-77-9099

アトリエ・糸 安曇野市三郷明盛2352-12 0263-87-3772

小倉デイサービスセンター 安曇野市三郷小倉6079-1 0263-77-8800

安曇野市社協デイサービスセンター堀金 安曇野市堀金烏川2132番地４ 0263-72-0032

愛光苑安曇野デイサービスセンター 安曇野市明科中川手84番地1 0263-31-5211

よりどころ　うらら 安曇野市明科七貴5645番地5 0263-31-3979

有限会社設備工業宅老所ななきの里
（R2.1.1休止）

安曇野市明科七貴9052番地4 0263-88-5435

孝明舘デイサービスセンター 安曇野市明科七貴３６８１ 0263-62-5880

安曇野市社協デイサービスセンター明科 安曇野市明科東川手606番地２ 0263-81-2281

梓川デイサービスセンター笑トレ 松本市梓川倭574-2 0263-50-6522

松本市四賀デイサービスセンターぷくぷくの郷
（H31.3.31休止）

長野県松本市会田1098 0263-64-4321

秀麗会ケアビレッジ倭 長野県松本市梓川倭2303-5 0263-76-2002

ニチイケアセンターあづみ野 長野県北安曇郡池田町大字会染12107-2 0261-61-1781

ＫＡＲＡＤＡＲＡＫ 長野県松本市城東1-4-6 0263-33-0073

デイサービスきたえるーむ松本 長野県松本市島内4367-2 0263-88-7670

リハビリデイサービスマルヤマ 北安曇郡池田町大字中鵜357番地 0261-85-2320

通所（相当）-6



通所介護相当サービス

事業所名 事業所所在地 電話番号

デイサービスセンターカモミールハウス島立 松本市大字島立3129 0263-31-3690

うつくしがはら温泉敬老園デイサービスセンター 長野県松本市里山辺67-1 0263-37-1179

爽快デイサービス 長野県松本市中山3710 0263-86-1294

デイサービスセンターてんじん 松本市深志3-6-17 0263-39-8941

よってけ家（休止中） 長野県北安曇郡池田町大字会染7845-7 0261-62-1172

◎安曇野市を通常の事業実施地域としていない事業所を記載してあります。
（利用ができない場合がございます。）
※要支援１・２、事業対象者の方が対象です。

○安曇野市総合事業指定事業者（通所型サービス）

通所（相当）実施地域含まない-7



通所型サービスＡ

事業所名 事業所所在地 電話番号

短時間型介護予防サービス　からだ堂 安曇野市豊科5946-1 0263-50-7488

リハビリデイサービスぽっかぽか豊科 安曇野市豊科南穂高1228-2 0263-88-7122

JAあづみくらしの助け合いネットワークあんしん 安曇野市豊科南穂高2728-1 0263-71-2828

多機能型事業所Innocence(イノセンス)ココ
ササ

安曇野市穂高4508-5 0263-50-4511

デイサービス宝城
（令和元年11月16日休止）

安曇野市穂高有明7267-10 0263-87-7861

縁側処だいだい 安曇野市三郷明盛4633 0263-77-9290

アトリエ・ちょこっと手芸 安曇野市三郷明盛2352-7 0263-87-3772

◎安曇野市を通常の事業実施地域としている事業所を記載してあります。
※要支援１・２、事業対象者の方が対象です。

○安曇野市総合事業指定事業者（通所型サービス）

通所(サービスA)-8


