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有限会社　平和タクシー 794-0005 今治市大新田町３丁目２番１４号

株式会社ほほえみ 794-0006 今治市石井町１丁目８番４７号

愛媛県立今治病院 794-0006 今治市石井町４丁目５－５

訪問介護　ひおうぎ 794-0007 今治市近見町３丁目１番１４号

ベストケア･デイサービスセンター　しまなみ 794-0007 今治市近見町１－３－３

ケアフィット　しまなみ 794-0007 今治市近見町１－３－４

今治コミュニティ放送株式会社 794-0013 今治市片原町1丁目100-3

瀬戸内運輸株式会社 794-0013 今治市片原町１丁目２番地

合資会社　らくらく介護 794-0015 今治市常盤町２－７－３

常盤タクシー株式会社 794-0015 今治市常盤町５丁目５番２９号

医療法人　三省会　村上病院 794-0015 今治市常盤町５丁目３－３７

有限会社　もり薬局 794-0015 今治市常盤町５丁目２番２３号

ほっとやまうち・ふれあい 794-0015 今治市常盤町８丁目４－３１

今治コミュニティ放送株式会社 794-0015 今治市片原町1丁目100-3-2F

井出病院 794-0015 今治市常盤町７丁目３－６

医療法人　補天会 794-0022 今治市室屋町３丁目２番地１０

株式会社広島銀行今治支店 794-0022 今治市室屋町１丁目１－１３

朝日生命保険相互会社　今治営業所 794-0024 今治市共栄町２－２－１　朝日生命ビル６F

株式会社愛媛銀行　今治支店 794-0025 今治市大正町１丁目２－１０

有限会社　渡辺修保険事務所 794-0026 今治市別宮町４－４－１１

第一環境株式会社 794-0026 今治市別宮町１丁目４－１

鈴木病院 794-0026 今治市別宮２丁目１番地５

介護相談事業所　凛として 794-0026 今治市別宮町１丁目１－２６

グループホームつどい 794-0027 今治市南大門町２丁目２番地２

社会福祉法人　杉の子会 794-0027 今治市南大門町３－５－３３

JR四国　今治駅（四国旅客鉄道株式会社　今治駅） 794-0028 今治市北宝来町１丁目甲７２９－８

特定非営利活動法人　フラット 794-0028 今治市北宝来町３丁目１番１３

平野屋薬局 794-0028 今治市北宝来町２－２－２２

平野みらい薬局 794-0028 今治市北宝来町２－４－６

社会医療法人生きる会　瀬戸内海病院 794-0028 今治市北宝来町２丁目４番地９

越智今治農業協同組合 794-0028 今治市北宝来町１丁目１番地５

有限会社ウェルケアサービス 794-0031 今治市恵美須町２－２－１

有限会社ウェルケアサービス 794-0031 今治市恵美須町２－２－１

有限会社　さわやか 794-0032 今治市天保山町５丁目１－２９

有限会社　保険あいらんど 794-0035 今治市枝堀町３－１－２３

合同会社　ケアサービス金子 794-0037 今治市黄金町５丁目６番地１４

地域包括支援センター美須賀・立花 794-0037 今治市黄金町２－２－５

シルバーハウス吹揚 794-0037 今治市黄金町３丁目２番地６

ニチイケアセンター今治 794-0037 今治市黄金町４丁目１－１８　塩見ビル１F

医療法人朝陽会　美須賀病院 794-0037 今治市黄金町３丁目４－８

医療法人　仁助会　広川眼科診療所 794-0041 今治市松本町３－３－３

特定非営利活動法人　皐月 794-0041 今治市松本町４丁目６番地４

医療法人慈風会　白石病院 794-0041 今治市松本町１丁目５－９

そうごう薬局　松本町店 794-0041 今治市松本町１丁目３番地９

株式会社愛媛銀行　旭町支店 794-0042 今治市旭町４－１－２

株式会社百十四銀行今治支店 794-0042 今治市旭町１丁目４番地３

三井住友海上火災保険株式会社　愛媛支店　今治支社 794-0043 今治市南宝来町２－１－３０

社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 794-0043 今治市南宝来町１丁目９－８

内科・消化器科　羽鳥病院 794-0043 今治市南宝来町３丁目２－３

グループホームはとり 794-0043 今治市南宝来町３丁目４－１
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指定居宅介護支援事業所はとり 794-0043 今治市南宝来町３丁目４－１

デイサービスはとり 794-0043 今治市南宝来町３丁目４－１

社会福祉法人　今治福祉施設協会 794-0043 今治市南宝来町１－９－８

株式会社　ほのぼの 794-0044 今治市蔵敷町２丁目１３番地

社会医療法人真泉会　今治第一病院 794-0052 今治市宮下町１丁目１－２１

特別養護老人ホームすずらん 794-0052 今治市宮下町1丁目1番62号

医療法人　順天会　放射線第一病院 794-0054 今治市北日吉町１丁目１０番５０号

特定非営利活動法人　わをん 794-0056 今治市南日吉町２丁目２－３８

医療法人圭泉会　菅病院　 794-0056 今治市南日吉町２－３－２１

有限会社　舞花 794-0058 今治市蒼社町２丁目２－４３

いよ路サービス有限会社 794-0059 今治市鯉池町１丁目１－２２

株式会社　アコンプリシー 794-0062 今治市馬越町３－２－２３

小澤外科循環器科医院 794-0062 今治市馬越町４丁目３－１０

ひねのクリニック 794-0062 今治市馬越町４－５－１

合同会社　ブルーム 794-0063 今治市片山３丁目９番４号　リーベ片山１０１号

株式会社悠遊社　今治事業所 794-0063 今治市片山２丁目９番地１２

山内病院 794-0063 今治市片山３丁目１番４０号

株式会社　訪問介護ステーションすみれ 794-0063 今治市片山２丁目５番２８号

まつだ薬局 794-0064 今治市小泉４－１１－１１

株式会社愛媛銀行　日高支店 794-0064 今治市小泉４－６－５４

社会福祉法人　なごみの会 794-0065 今治市別名２５１番地

地域包括支援センター西・南 794-0065 今治市別名２７４番地

有限会社　第一タクシー 794-0066 今治市高橋甲８８番地８

特別養護老人ホーム　廣寿苑 794-0066 今治市高橋甲１１４２－１

株式会社よんやく　今治支店 794-0069 今治市クリエイティブヒルズ2番地7

株式会社　サン・ファミリア 794-0071 今治市山路町１丁目３－２１

医療法人彩水会　真部クリニック 794-0073 今治市矢田甲７－１

ほっと介護センター　さざんか 794-0081 今治市阿方甲４２４－１

株式会社トータルコンディショニングサポート　J'ｓ 794-0081 今治市阿方甲４４１－６

デイサービスハウス夢 794-0081 今治市阿方甲183-1

キングタクシー株式会社 794-0084 今治市延喜甲２４０番地４

株式会社　アクティブビジョン 794-0084 今治市延喜甲３１番地１

金籐内科 794-0102 今治市玉川町大野甲６７番地１　

株式会社アバンギャルド・クリエイティブ 794-0112 今治市玉川町小鴨部甲246-2

有限会社ワードアイ　おかげさん 794-0113 今治市玉川町別所甲９３－３

有限会社　別所タクシー 794-0113 今治市玉川町別所甲４０番地２

特別養護老人ホーム　瑞鶴荘 794-0116 今治市玉川町畑寺甲１５－１

グループホーム　瑞鳳荘 794-0116 今治市玉川町畑寺甲１５－５

西日本商事株式会社　今治営業所 794-0803 今治市北鳥生町４丁目３－５０１－１

いずみ交通有限会社 794-0805 今治市広紹寺町２丁目１番３５号

デイサービスめぐちゃん 794-0811 今治市南高下町3丁目4-26

株式会社　家具センター　ワタナベ 794-0812 今治市北高下町２丁目１－４５

医療法人社団　徳丸皮膚科 794-0812 今治市北高下町３－４－５８

居宅介護支援事業所　たちばな 794-0812 今治市北高下町３丁目３－１８

いまおか内科クリニック 794-0812 今治市北高下町２丁目１－４８

コープえひめ今治支所 794-0812 今治市北高下町1丁目３－５３

有限会社　唐子浜介護センター 794-0813 今治市衣干町２丁目１－２８　衣干ハイランド２階

有限会社　武吉 794-0814 今治市横田町１丁目６－３

株式会社　すてっぷ 794-0821 今治市立花町３丁目２番３５号

医療法人　竹内外科胃腸科 794-0821 今治市立花町３丁目６－３６
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有限会社ケアサポート　はな 794-0821 今治市立花町３丁目５－１０

河南タクシー有限会社 794-0821 今治市立花町３丁目７－３８

有限会社　東予医療器商会 794-0821 今治市立花町2丁目4-12

JA今治立花デイサービスセンター 794-0821 今治市立花町４丁目５番２６号

合同会社　あいか 794-0822 今治市河南町三丁目6-4

ふれあいの家　ひまわり 794-0823 今治市郷本町３－５－３４

居宅介護支援事業所　ひまわり 794-0823 今治市郷本町３丁目５番３７号

株式会社シルバーケアサービス 794-0823 今治市郷本町３丁目５番３７号

医療法人くろみつクリニック 794-0826 今治市郷新屋敷町３－４－１１

小規模多機能型介護施設　たちばな南 794-0831 今治市八町東５丁目６－２

グループホーム　ひまわり 794-0832 今治市八町西４－１－１４

サテライト　ひまわり 794-0832 今治市八町西４－１－１２

有限会社ケアサービスみどり 794-0832 今治市八町西２丁目６番２１号

医療法人　大樹会　今治南病院 794-0862 今治市四村１０３－１

グループホーム関前 794-1101 今治市関前岡村甲２５７４－３

医療法人良仁会　大三島中央病院 794-1304 今治市大三島町宮浦５３１８－１

上浦の笑家 794-1401 今治市上浦町盛2346

特別養護老人ホーム　多々羅の里 794-1402 今治市上浦町井口３８６５番地１

社会福祉法人　大島福祉会 794-2104 今治市吉海町仁江２６２－１

株式会社愛媛銀行　吉海支店 794-2110 今治市吉海町八幡１１６

地域活動支援センター　笑家 794-2111 今治市吉海町幸新田８４番地

片山医院 794-2111 今治市吉海町幸新田７１

宮窪診療所 794-2203 今治市宮窪町宮窪５２５０－１

有津むらかみクリニック 794-2301 今治市伯方有津甲２３３５

介護老人保健施設　あすなろ 794-2304 今治市伯方町北浦甲２２８９－１

複合型サービス　おいで家あすなろ 794-2304 今治市伯方町北浦甲２４５８

デイサービスセンター　はなみずき 794-2304 今治市伯方町北浦甲２４５８

有限会社　ころばぬ先 794-2304 今治市伯方町北浦甲１４００番地

特別養護老人ホームはかた寿園 794-2305 今治市伯方町木浦甲３９３０番地３

株式会社愛媛銀行　伯方支店 794-2305 今治市伯方町木浦甲３５０８－１

医療法人　喜多嶋診療所 794-2305 今治市伯方町木浦甲３４４９番地

合同会社しまなみ福祉創研 794-2305 今治市伯方町木浦甲３１１７番地２

日本郵便株式会社　今治郵便局 794-8799 今治市旭町１丁目３－４

株式会社ゆうちょ銀行　今治店 794-8799 今治市旭町１丁目３番地４

平野拝志薬局 799-1502 今治市喜田村６町目５－１４

エーワンプランニング有限会社 799-1502 今治市喜田村２－４－２１

株式会社愛媛銀行　今治東支店 799-1502 今治市喜田村１－５－１０

ファーマシィ薬局　今治 799-1502 今治市喜田村7-2-42

株式会社　保険ナンバーワン 799-1504 今治市拝志８－７

医療法人陽成会　広瀬病院 799-1504 今治市拝志１番２６号

テクノハート 799-1506 今治市東村４丁目４１２番２

株式会社トーカイ　今治営業所 799-1507 今治市東村南２丁目２番１３号

株式会社　塩音 799-1511 今治市上徳甲５８８番地６

社会福祉法人　聖マリア会 799-1511 今治市上徳甲１１０番地１

小規模多機能型介護施設　たちばな 799-1511 今治市上徳甲５７１－２

公益財団法人　正光会　今治病院 799-1512 今治市高市甲４７４番地2

広瀬クリニック 799-1514 今治市拝志３番１号

平野グリーン薬局 799-1522 今治市桜井４丁目１２－２７

医療法人　順真会　桜井眼科 799-1522 今治市桜井２－６－２３

医療法人　藤田医院 799-1522 今治市桜井２－５－５７
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株式会社愛媛銀行　桜井支店 799-1522 今治市桜井２－１１－１２

株式会社ハートウォーミングライフ藤田 799-1523 今治市郷桜井４丁目２番１８号

介護付有料老人ホーム　さらさ湯ノ浦 799-1525 今治市湯ノ浦２２

地域密着型特別養護老人ホーム　かのこ 799-1537 今治市宮ヶ崎甲７００番地１

デイサービスセンターかのこ 799-1537 今治市宮ヶ崎甲７００番地１

社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 799-1592 今治市喜田村７－１－６

公益財団法人　正光会　今治病院 799-1598 今治市高市７８６－１３

グループホーム　ひまわりの家 799-1601 今治市古谷甲１９番１

株式会社　ドリームライン 799-1601 今治市古谷甲９９２－１

平野あさくら薬局 799-1603 今治市朝倉下甲４５２－３

丸亀市競艇事務局ボートピア朝倉 799-1604 今治市朝倉北甲５３６－１

有限会社　山口運送 799-2101 今治市波方町波方甲１６６８番地５

グループホーム　パラディ 799-2102 今治市波方町樋口甲１２０番地１

特別養護老人ホーム　寿山苑 799-2109 今治市波方町養老甲１００６番地

消化器科久保病院　 799-2116 今治市内堀１丁目１番１９号

ケアプランセンターくぼ・しまなみ 799-2116 今治市内堀１丁目１－２

医療法人　波止浜内科・外科 799-2117 今治市地堀５丁目２番１号

株式会社愛媛銀行　波止浜支店 799-2117 今治市地堀１－２－１

介護老人保健施設　おおにし光生園 799-2201 今治市大西町九王甲６２２－１

医療法人　大西クリニック 799-2202 今治市大西町紺原甲８２７番地１

社会福祉法人興風会 799-2202 今治市大西町紺原甲290番地1

グループホームステラ 799-2202 今治市大西町紺原甲1166番地1

有限会社　大西タクシー 799-2203 今治市大西町新町甲７１０－２

株式会社　大西運輸 799-2203 今治市大西町新町甲１０１４番地２

特別養護老人ホーム菊仙荘 799-2302 今治市菊間町種３５６０番地５

林医院 799-2303 今治市菊間町浜４１４番地

株式会社愛媛銀行　菊間支店 799-2303 今治市菊間町浜６８９

医療法人　あおのクリニック 799-2303 今治市菊間町浜１００１番地

社会福祉法人　日親会 799-2303 今治市菊間町浜１４５３番地１

(R1.10.1現在)
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