
看取りステーション名 代表 電話番号 看取りステーション名 代表 電話番号

本社ステーション
（他エリア以外担当）

「たんぽぽ」湖南

岡山県岡山市 滋賀県湖南市

札幌「虹音
れ の ん

」 「たんぽぽ」高島

北海道札幌市 滋賀県高島市

仙台「心晴日和
こ は る び よ り

」 「たんぽぽ」長浜

宮城県仙台市 滋賀県長浜市

すかがわ 「たんぽぽ」東近江
ひがしおうみ

福島県須賀川市 滋賀県東近江市

埼玉 「たんぽぽ」守山

埼玉県さいたま市 滋賀県守山市

千葉「心」 京丹後「虹の華」

千葉県成田市 京都府京丹後市

町田「千咲土
ち さ と

」 京都「めぐみ」

東京都町田市 京都府京都市

多摩 大阪堺「豊」
                     ゆたか

東京都多摩市 大阪府堺市

東京 聖蹟
せいせき

桜ヶ丘 神戸えらぶゆり

東京都多摩市 兵庫県神戸市

江東「ひかり」 奈良「ほほえみ」

東京都江東区 奈良県生駒郡

「千咲土」横浜戸塚 奈良「ほほえみ」香芝

神奈川県横浜市 奈良県香芝市

「千咲土」横浜栄 奈良「ほほえみ」新大宮

神奈川県横浜市 奈良県奈良市

福井「きぼう」 島根「さくら」

福井県鯖江市 島根県安来市

小諸
こ も ろ

「ももか」 岡山「菜の花」

長野県小諸市 岡山県岡山市

岐阜「わたしんち」 岡山倉敷「あまね」

岐阜県下呂市 岡山県倉敷市

大垣「ぬくもり」 岡山総社「縁」

岐阜県大垣市 岡山県総社市

愛知「空」
くう

「樹の音くれ」
  き   ね

愛知県東海市 広島県呉市

愛知「空」知多
     くう

徳島「愛和」
       あ わ

愛知県知多市 徳島県板野郡

愛知「空」瑞穂
     くう  みずほ

伊予「羽ばたき」

愛知県名古屋市 愛媛県伊予市

愛知
あいち

「空
くう

」千種
ちくさ

宇和島「なな色」

愛知県名古屋市 愛媛県宇和島市

三重「てのひら」 福岡「春風」

三重県いなべ市 福岡県久留米市

桑名「ひかるスタイル」 「春風」ちくしの

三重県桑名市 福岡県筑紫野市

滋賀「たんぽぽ」 福岡「春風」いと

滋賀県犬上郡 福岡県福岡市

「たんぽぽ」米原
まいばら

大分「祥和
せ い わ

」
滋賀県米原市 大分県別府市

「たんぽぽ」犬上
いぬかみ

大分日田 手つなぎ

滋賀県犬上郡 大分県日田市

「たんぽぽ」大津

滋賀県大津市

0823-23-8788

090-9051-0465菱田

 090-2596-2209 

多田

林
0866-93-0424
090-9122-5002

070-8525-2845

078-798-5197

髙木

090-7593-5742

後藤

引野 070-3773-8398

花木 090-4761-6915

井上 090-3929-1466

塩尻

阿部

三木

井上

船坂

源谷 090-8095-8010

090-9261-1076

090-7307-9752

吉村

久村

4

12

9 中山 080-6764-3708

8

7

前野  090-2596-2209 

                     看取りステーション一覧        （令和5年5月18日現在）

1 柴田 086-236-9629

3 阿部
代表080-7470-4878

070-9055-3690
29 草野 090-2596-2209

2  津山  090-8906-1099 28 扇  090-2596-2209 

27

35

36

早川 070-8342-2723 34

清水 080-7470-4878

30

門井 090-7011-5995

栗山 070-9006-4533

鈴木 090-2950-8582

31

32

33

6

5

10 小日向 070-1310-0401

森木 090-3810-3849

070-8525-2845

阿式 070-8482-2902

乗本

辻本 080-1528-6406

山口 070-8498-1039

080-5351-7266藤原

37

39

40

38

11 杉本 080-4001-3704
代表080-7470-4878

13

17 青柳 080-3613-5944

16 小川 090-1745-0575

14

41

42

43

15 矢嶋 090-9933-5671

19

18 西尾

48

45

090-1283-0253

080-4451-5679

稲熊

22

20 外山 46

44

23

小嶋 090-2596-2209

080-5241-8215

070-8989-3541

090-1674-1004

070-8989-3541

21

今村

24

25

26

49

51

西河 090-2596-2209

西河 090-2596-2209

090-2596-2209

50 梛野

戸田 090-5004-5296 

090-6911-0719

089-909-6883

伊藤 090-3388-3037 権藤 070-8989-3541

池

47


