
 

 

井口明神小学校 

【ケアマネジャー】 
① 井口台介護ステーション 270-1028 井口台 1丁目 

② 玉章会居宅介護事業所 277-2101 鈴が峰町 

④ 
サンキ・ウエルビィ 
介護センター本店 

278-1330 商工ｾﾝﾀｰ 6丁目 

    

【ホームヘルパー】 
⑦ ヘルパーステーション LA・LA

（休止中） 
548-8885 井口台 2丁目 

③ ヘルパーステーションともの家 

          （休止中） 
270-0145 鈴が峰町 

⑧ こころ―れ草津（草津病院） 277-2076 草津梅が台 

㉔ ほほえみ井口訪問介護事業所 278-6300 井口 1丁目 

⑲ ニチイケアセンター井口 270-1270 井口 2丁目 

⑥ エイトリンク・ケアセンター 277-5852 商工ｾﾝﾀｰ 2丁目 

④ 
サンキ・ウエルビィ 
介護センター本店 

278-1330 商工ｾﾝﾀｰ 6丁目 

㉚ さくら介護ステーション草津新町 275-5602 草津新町 2丁目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小規模多機能ホーム】 

⑬ 鈴が台みどりの家 961-5710 井口鈴が台 1丁目 

【施設関係】 
⑳ 井口台みどりの家 (グループホーム) 276-2240 井口台 1丁目 

③ 特別養護老人ホームともの家 270-0145 鈴が峰町 

㉑ グループホーム井口・楽々苑 276-2020 井口 4丁目 

㉒ えんじゅ井口 (グループホーム) 278-0151 井口 5丁目 

㉓ 
メリィハウス井口 

（サービス付き高齢者向け住宅） 
270-5055 井口 5丁目 

⑱ ヘルスケアホーム井口(有料老人ホーム) 278-0590 井口 5丁目 

㉔ ほほえみ有料老人ホーム井口［住宅型］ 278-6300 井口 1丁目 

㉕ ベストライフ広島(有料老人ホーム) 270-2360 井口明神 1丁目 

㉘ グループホーム令和の杜 942-1600 井口鈴が台 3丁目 

【福祉用具】 
⑭ 深川医療機株式会社ライフケア広島 270-0333 商工ｾﾝﾀｰ 4丁目 

㉗ ライフケア西広島支店 270-5500 井口 5丁目 

④ サンキ・ウェルビィ広島福祉用具センター 278-0377 商工ｾﾝﾀｰ 6丁目 
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【通所サービス】 
② 力田病院通所リハビリ 277-2101 鈴が峰町 

③ デイサービスともの家 270-0145 鈴が峰町 

⑪ ファイネス鈴が峰 942-1763 鈴が峰町 

⑫ デイサービスにこにこ倶楽部 276-1202 井口鈴が台 1丁目 

⑨ デイサービス季楽井口 276-0807 井口 4丁目 

⑮ ツクイ井口デイサービスセンター 270-3301 井口 5丁目 

⑯ リハプライド井口 533-7028 井口 5丁目 

⑰ ほり整形外科デイケアあい 278-5255 草津新町 2丁目 

㉖ 奥田整形外科デイケア 277-2288 井口明神 1丁目 

【訪問看護・訪問リハビリ】 
② 力田病院訪問リハビリ 277-2102 鈴が峰町 

⑧ 訪問看護こころーれ草津（草津病院） 277-2076 草津梅が台 

⑩ 訪問看護リハステーションさくら 208-3000 井口 2丁目 

㉙ 訪問看護ステーションカーム 050-1202-3324 井口 1丁目 

④ サンキ・ウェルビィ本店（訪問入

浴） 
278-0377 商工ｾﾝﾀｰ 6丁目 

⑤ ｺﾓﾝﾘﾊﾋﾞﾘ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ井口 942-3601 井口 3丁目 

 

【小規模多機能ホーム】 

⑬ 鈴が台みどりの家 961-5710 井口鈴が台 1丁目 

⑤ 



　　　広島市井口台・井口地域包括支援センター　　西区井口２丁目５－１９　　ＴＥＬ：５０１－６６８１

お買物 スパーク　鈴ヶ峰店 275-4809 店で購入した商品を110円で宅配・ｱｲｽｸﾘｰﾑ・氷・花は不可。10：00～19：00受付 登録のための書類記入が必要。

アルク　井口明神店 270-2009 店で購入した商品を110円で宅配・ｱｲｽｸﾘｰﾑ・氷は不可。9：00～19：00受付 登録のための書類記入が必要。

フジ井口店 278-8181 店で購入した商品を110円で宅配・ｱｲｽｸﾘｰﾑ・氷・２F商品は不可。10：00～19：00受付登録のための書類記入が必要。

エブリデイ　フレスタ 0120-21-4981 月会費　200円（税抜）　※ネット資料参考　ネット会費無料
前日0：00までにインターネットまたは電話で注文・口座引き落とし・クレジット決済

リカーショップ　トクノウ 277-5612
0120-277-561

灯油（要相談）、お酒、タバコ、食品、お米など取り扱っている商品 配達　無料

ジュンテンドー　庚午店 507-0133 給油車で灯油の移動販売（委託業者）
週2回（水・金）の配送、配送料100円～　クレジット払いのみ対応（前
払い）

マックスバリュー移動販売 毎週水曜日14：30～15：30

井口台地区社協 090-8999-5822 車椅子無料貸し出し 貸し出し期間は要相談

鈴が峰地区社協 209-0331 車椅子無料貸し出し 連絡時間：金　10：00～12：00

楽々屋　草津店 278-4617 シルバーカー・ショッピングカー専門店（靴・杖・車いす・介護用品等） 平日9：30～18：00 日・祝10：00～17：30 定休日なし　ネット販売有

ゴトウ・アズ・プランニング 503-3033 ベットセット1,600円～1,900円/月程度　介助バー300円（1ﾓｰﾀｰﾍﾞｯﾄは1,000円/月)　 要支援１，２　もしくは介護保険申請中の方対象

ライフケア 847-3059 ベッドセット1,500円/月　介助バー付き2,000円 未申請の方は5000円

サンキ・ウエルビィ 278-0377 福祉用具貸与（たちあっぷ）があれば1,500円/月

フランスベット 849-2723 ベッドセット780円/月（1ﾓｰﾀｰ）1,500円/月(2ﾓｰﾀｰ) 2,000円/月(3ﾓｰﾀｰ) 介助バー200円 未申請の方は3000円/月　（１モーター）　

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ広島中央 250-1538 ベッドセット2,500円（2ﾓｰﾀｰ）　2,800円（3ﾓｰﾀｰ） 介助バー200円　　 要支援１，２　要介護１　介護保険申請中の方対象

ダスキンヘルスレント広島西 297-8901 要支援１，２　要介護１の方

アビリティーズ・ケアネット 535-0758 ベッドセット1,500円（1ﾓｰﾀｰ）～2,500円（3ﾓｰﾀｰ）/月 認定無し要相談

深川医療器 270-0333 介助バーは200円追加・未申請の方は要相談

ハートライフ 962-1338 ベットセット1,500円/月(2モーター.付属品ついても金額固定） 要支援１，２　要介護１の方

ウィードメディカル 236-9540 ベットセット2,500円/月　ベッド本体1,600円/月、ﾏｯﾄﾚｽ700円、ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ1本100円、介助バー700円 65歳以上の方であれば申請の有無に限らず可　マットレス交換１回2,200円

福祉用具のエール 223-8377 ベットセット1,500円/月、介助バー500円/月、車椅子1,000円～/月 介護保険申請可能な方

ウェルケア広島 925-5010 ベットセット1,500円/月（サイドレール付き1800円）自費3,000円/月 未申請の方は要相談

日本基準寝具エコール 877-1079 ベットセット3.000円/月（サイドレール4本付き） 未申請可　土曜も対応可能

コモンメディカル 554-5276 ベットセット1,500円/月（介助バー付き1.900円） 要支援１，２　要介護１の方　未申請の方は要相談

井口台社協生活支援部
（住民主体型生活支援訪問ｻｰﾋﾞｽ）

大神(1,4丁目)279-6068
谷川(2丁目)278-6933
林(3丁目)276-0858

井口台の高齢者・障害者の方　1時間300円　600円を限度（2時間以上無料） 井口台にお住まいの方に限ります（原則、高齢者・障害者世帯）

シルバー人材センター（白島）
　　　　　　 　　　（佐伯出張所）

223-1156
922-0520

2時間以上からの受付

エイトリンク・ケアセンター
0120-41-6054

277－5852
家政婦の紹介（提供する時間、時間帯、内容により料金は事なります） 別途紹介料が必要

にこにこさぽーとくらぶ 276-1202
月～金（土、日は要相談）10：00～16：00（時間外は割増になる)
事前訪問相談1時間1,000円

ゆうあいネットサポート隊
（井口地区社協） 278-6679 対象者：井口地区の65歳以上の方

おたすけクラブ（己斐） 272-8680（藤田） 交通費負担

ゆめか古江 507-5515 4,500円/（食費 入浴込み）日休

ゆたか古江 527-0882 3,000円/日（食費 入浴込み）

宅老所いおり 942-1771 3,000円/日　食費700円　入浴500円　送迎500円　日休 状況に応じて受け入れ可能

ツクイ井口 270-3301 6,500円/日（入浴込み） 食費750円

ひよこの家 507-8027 要支援1：4063円/日(入浴込)、要支援2：6897円/日(入浴込)、食費650円

楽々園Kisui 922-2555 2,500/日（食費・送迎込み） 送迎範囲20分以内・無料体験可

井口台はりきゅう整骨院 276-0255 楽えもん鍼灸マッサージ院五日市店 923-3114

アキュア（庚午南） 507-9150 ﾌﾚｱｽ在宅ﾏｯｻｰｼﾞ広島（大芝） 962-8581

ふれんど鍼灸院（己斐上） 0120-56-2058 吉田治療院（草津浜町） 277-4798
ﾘﾊﾋﾞﾘ型在宅療養ﾏｯｻｰｼﾞ
　　　　　　　　　　　あいのり（田方） 208-4125 ピュアティ（高須） 274-5123

ベラミ　ステーション（中区） 0120-380-466 カット3.500円　カット顔ぞり3.800円　カットカラー7.000円　カットパーマ8.000円　 出張費込み

ビューティーサロン石井 278-3894 井口台にお住まいの方に限ります、出張費無料

出張理容ｻｰﾋﾞｽ　カットちゃん（己
斐） 070-5528-1138 カット2,500円　顔ぞﾘは別料金 出張費無料

ＮＰＯ法人日本理美容福祉協会
　　　　　　　　　　　はーとりんぐ 942-5177 カット3,000円　ｼｬﾝﾌﾟｰ・カット4,000円　毛染め（カット付き）7,000円　ﾊﾟｰﾏ（カット付き）7,500円出張費無料

訪問理容ステーションみらい（佐伯
区）

921-8055 カット3,000円　ｼｬﾝﾌﾟｰ・カット4,000円　毛染め(カット付き)7,000円　ﾊﾟｰﾏ(カット付き)7,500円出張費1,000円別途必要　

キャルヘアー（西広島） 272-3755 カット＆ブロー4,000円　ｼｬﾝﾌﾟｰ1,000円　パーマ（カット別）5,500円　カラー（カット別）4,500円

美と癒しの訪問美容ハーブヘア（南区）0120-931-814 カット3,300円　カット＋顔ぞり3,850円　シャンプー1,000円 初回限定・出張費無料

シーズンヘアー（佐伯区） 082-923-7306 カット&ブロー3,500円　シャンプー1,000円　カラー4,500円 介護の専門スタッフによる無料送迎サービス

コールメディカルクリニック 527-0455 古田台にある訪問診療専門クリニック

篠原内科 278-0393 12:00～12:3015:00～18:30(月・水・金)

石橋内科 277-8500

久保田内科 278-5321 9:00～18:00(月～水・金)9:00～12:30(木・土)

しみず眼科医院 278-5093 西区～中区、通院歴のある方

みやた眼科 276-1166 昼休み中、車で片道20分以内

薮田耳鼻咽喉科医院 277-6463 9:00～12:30、15:00～18:00

吉田整形外科医院 279-5777 12:30～14:30・井口、鈴が台、井口台

豊田歯科医院 277-7271

訪問歯科 広島市歯科医療福祉対策協議会 262-2662 通院が難しい寝たきりの高齢者、病気のため歯科医院への通院が困難な高齢者 受付：月曜～土曜：9：00～17：00まで(ただし、土曜日は12：00まで）

救急相談センター広島広域都市圏 局番なしの＃7119 24時間365日対応、相談無料、要通話料

救急医療ネット広島 0120-169901

びわ介護タクシー 090-8605-5763 オレンジ介護タクシー 297-7820

介護タクシーたんぽぽ 080-3899-1576 介護タクシーおおはら 090-4145-2037

あおば介護タクシー 278-9558 サポートYOU 299-0844

介護タクシーめぐみ 090-7128-4486 スマイル介護タクシー 090-9462-8407

介護タクシーとも 080-4076-7735 介護タクシーありらん 090-6617-5487

楓ケアタクシー 090-8994-7225
0120-96-8688

相談 おしえてコール広島 082-504-0822 受付：8：00～21：00、年中無休

環境局業務第一課（指導係） 504-2220 一人暮らしで大型ゴミを所定の場所まで持ち出せない場合、住宅内からの搬出を支援 ※収集運転手数料は通常通り必要。同居人がいる場合も状況によって可

(有）中前産業 228-9502 特殊清掃、ハウスクリーニング、その他ゴミでお困りの方 見積無料

エコスマイル 942-6172 ご自宅にある不用品の片付けや家電・家具の廃棄処分、引っ越しサービスなど 引越し・片付け：軽トラック1台8,000～18,000円

お助けまんサービス(有) 544-1645 ハウスクリーニング、ゴミ不用品引取、引越の手伝いなど 見積無料

お手伝い

カット 3,000円

訪問
理美容

    介護保険サービス以外のサービス（井口台・鈴が峰地区）

3.500円（税抜）以上購入すると無料配達。未満は送料330円
65歳以上の方→電話での口頭注文コース1,000（税抜）以上で送料無料

福祉用具
貸し出し

販売

ベッドセット1,400円/月(要支援1.2、要介護1の方)　5000円前後/月（未申請の方）　　

ベッドセット1,500円/月(1モーター) 2,000円/月(2モーター)
車椅子2,900円/月(全額自己負担)

ベッドセット4,400円/月（2ﾓｰﾀｰ、ﾏｯﾄﾚｽ、ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ2本）

福祉用具
自費ﾚﾝﾀﾙ

ベルプラザ商店街駐車場（鈴が峰）

介護
タクシー

デイサービス
（自費利用）

大型ゴミ等

訪問
マッサージ

往診可

医療情報

急な病気やけがで救急車や受診を迷った時
つながらない場合や山口県エリアから携帯でかける場合は☎082-246-2000

休日や夜間に診てもらえる病院を紹介

(家事・介護)福祉関係　時給940円（9：00～17：00）交通費・事務手数料込
時間外1007円～　その他のサービスの時給.応相談

電球交換・草取り・大型家具の移動等　1時間程度：500円

お買い物・病院同行・薬の受け取り・お話相手・掃除・片付け・草取り・電球の取り
換え等　30分500円～

広島市の業務や手続きなどの内容(住民票、年金、税金、ゴミなど)や観光、イベントに関する
質問対応

　初乗運賃：560～620円、加算運賃：80～90円程度

　介助料：０～1,000円程度（介助内容等により異なります）

　詳細は各タクシーへ直接ご確認ください

　1回20分～40分程度（症状により異なる）
  300円～600円程度（医療保険適用時）　※医師の同意書必要

家事代行　10～30分：1,500円　30分～1時間：2,500円　以降10分毎400円
身体介護　10～30分：2,500円　30分～1時間：3,500円　以降10分毎500円


