東区にお住まいの方が利用できる事業所の一覧です。
事業者種別:

(令和2年9月1日現在）

介護＝介護保険指定事業者

ベビー＝ベビーシッターサービス事業者

㈱＝株式会社、（有）＝有限会社、（福）＝社会福祉法人、（特非）＝特別非営利活動法人、（同）＝合同会社

連絡先

事業者

事業者名

種別

事業所

土日の利用

事業所所在地

活動区域
電話

派遣時間

ＦＡＸ

備
土

日

－

－

考

S56年から営業経験があり、愛情・信頼・実績で皆様に安心してサービスさせて頂きます。

ベビー

(有) ナゴヤ・ベビー
シッターサービス

(有) ナゴヤ・ベビーシッ
ターサービス

緑区尾崎山一丁目３２８番地

６２５－１１１４ ６２５－１４０４ 市内全域

９：００～１７：００

大切なお子様のお世話をお手伝いさせてください。（沐浴・上の子の保育など）
内閣府加盟、名古屋市指定業者、児童相談所電話相談もお受けさせて頂いております。
※２時間以上からの利用

http://www.nagoya-moko.jp

育児経験も豊富で家事・仕事も堪能なヘルパーが揃っております。

(株) 中日エムエス
介護

(株) 中日エムエス

剤

中日調

介護ステーション「覚

王山」

子育ても日々変わっておりますが経験を生かしたアドバイスができます。

千種区山門町二丁目６９
フルライフ覚王山３階

７５７－３１３５ ７５７－３１３６

千種区、東区、中区、昭和区、
守山区、名東区

９：００～１８：００

応相談

－

ご利用者様・ヘルパー等だけの関係ではなく、ご近所付き合いができる様な関係だったり、時には母
親役だったり、時には愚痴が言い合える友達だったり。
安心して子育てして頂けるよう、精神面でもサポートしながら対応していける事業所です。
http://www.chunichi-ms.co.jp
日本で初めてのナニー（教育ベビーシッター）サービスをスタートさせて今年で３０年。２０１６年
６月には第１回日本サービス大賞

ベビー (株) ポピンズ

ポピンズ 名古屋支社

中村区名駅三丁目２６－８
KDX名古屋駅前ビル４F

厚生労働大臣賞を受賞いたしました。

厳しい面接試験、研修をくぐりぬけてきたプロのベビーシッターがお母様のご要望に合わせてお手伝
５４１－２１００ ５４１－２１１２ 市内全域

９：００～１７：００

－

－ いさせて頂きます。
ご利用前には、必ずコーディネーターが訪問もしくはお電話にて細かな打ち合わせをさせて頂き、お
世話内容にふさわしいナニーを選定いたします。※２時間以上からの利用
http://www.poppins.co.jp/nagoya/

介護

介護

介護

介護

介護

（福）名古屋市社会福
祉協議会
（福）名古屋市社会福
祉協議会
（福）名古屋市社会福
祉協議会
（福）名古屋市社会福
祉協議会
（福）名古屋市社会福
祉協議会

千種区介護保険事業所

東区介護保険事業所

北区介護保険事業所

中区介護保険事業所

守山区介護保険事業所

千種区西崎町２－４－１
千種区在宅サービスセンター内

東区泉２－２８－５

北区清水４－１７－１
北区在宅サービスセンター内
中区上前津２－１２－２３
中区在宅サービスセンター内
守山区小幡南１－２４－１０
守山区在宅サービスセンター内

千種区、東区、中区、昭和区、

８：００～１８：００

○

○ http://care-net.biz/23/zaitakunet/

８：００～１８：００

○

○ http://care-net.biz/23/zaitakunet/

８：００～１８：００

○

○ http://care-net.biz/23/zaitakunet/

３３１－９９５２ ３３１－９９５３ 村区、中区、昭和区、熱田区、 ８：００～１８：００ ○

○ http://care-net.biz/23/zaitakunet/

７６３－７８４２ ７６３－１５３５

６８６－２５２５ ９３２－９３１１

９８２－８６００ ９１５－２６４０

守山区、名東区、天白区

千種区、東区、北区、中区、守
山区

東区、北区、西区、中区、守山
区
千種区、東区、北区、西区、中
中川区

７５８－２０１４ ７５８－２０１５

千種区、東区、北区、守山区、
名東区

８：００～１８：００

○

○ http://care-net.biz/23/zaitakunet/
子育て経験のある主婦ばかりで温かい家庭的な雰囲気の事業所です。
手助けを必要とする人に同じ地域に暮らす私たちが、きめ細やかな心の通うサービスを提供したいと

(特非)たすけあいワー
介護

カーズコレクティブ
愛・I

愛・Iホームヘルパーステー 名東区石が根町85番地
高重ビル103号
ション

７７３－１４５５ ７７３－１４５７

千種区、東区、昭和区、瑞穂
区、守山区、名東区、天白区

考えております。
９：００～１７：００

－

－ 困ったときはお互い様の気持ちで支えあい、信頼の輪を広げ心豊かに暮らせる参加型の「まちづく
り」を目指しています。
協同組合的な働き方(ﾜｰｶｰｽﾞ･ｺﾚｸﾃｨﾌﾞ)で全員が対等な立場で出資(会費)、運営し、責任を持って働いて
おります。
お客様のご要望通りのお仕事をできる限り進めていきたいと思っております。

ベビー (株)ラヴィ

(株) ラヴィ

名古屋支社

緑区鳴海町伝治山４３－４０７ ８９９－５５５４ ８９９－５５６１ 市内全域

９：００～１８：００

○

○ ママがゆっくりとした時間を少しでも多くもって頂けるよう努めたいです。
※２時間以上からの利用

http://www.lavie1.jp/

東区にお住まいの方が利用できる事業所の一覧です。
事業者種別:

(令和2年9月1日現在）

介護＝介護保険指定事業者

ベビー＝ベビーシッターサービス事業者

㈱＝株式会社、（有）＝有限会社、（福）＝社会福祉法人、（特非）＝特別非営利活動法人、（同）＝合同会社

連絡先

事業者

事業者名

種別

事業所

事業所所在地

土日の利用

活動区域
電話

派遣時間

ＦＡＸ

備

考

土

日

－

－ 意識し、「利用者一人ひとりを大切に」を心掛けて、”ありがとう”の言葉と”笑顔”を求めて行動してい

年齢も経験も幅広く明るくおもいやりの強いスタッフが集まり、常に良いものは何かをみんなが考え

介護

(有) あい介護センター あい介護センター

東区相生町４番

９３６－０５９６ ９３６－０５９７ 千種区、東区、北区

９：００～１８：００

ます。
1988年の創業とともに名古屋初の「産前・産後サポート」を開始。以来、ベビーシッター、認可外保

ベビー

オフィス・パレット
(株)

育所、名古屋市家庭保育室と、時代に合わせた育児支援をしてきました。

中村区名駅五丁目３３番２１号
マーマ名古屋

アクアタウン納屋橋生活支援施 ５６２－５００５ ５６２－５００４ 市内全域

９：００～１８：００

－

－

設２Ｆ

弊社ではお伺いする担当者を「マーマ」と呼び、子育てや家事の経験はもちろん、保育士や幼稚園教
諭などの有資格者も多数。独自の研修を積み重ねるとともに、常に「受容」「忠実」「丁寧」を心が
け、お母様と赤ちゃんに寄り添っていきたいと考えています。
※2時間以上からの利用

http://www.office-palette.co.jp

ご出産前後のお母様と赤ちゃんは、清潔に気持ちよく生活することが大切です。
万全の状態でご出産を迎えることができるように、また産後1日も早く母体回復ができるように、お母

ベビー

(株) イコニコ・カンパ
ニー

(株)イコニコ・カンパニー 千種区末盛通２丁目１３-３

７６１－２５５５ ７６１－２５５６ 市内全域

９：３０～１７：００

－

－

様の身の回りのお世話をお手伝いさせていただきます。
今まで弊社で培ってきた、ベビーシッティングサービスとハウスキーピングサービスのノウハウをフ
ル活用し、真心込めてお母様と赤ちゃんの為のサービスをご提供致します。
※２時間以上からの利用

介護

(株) セラム

けあらーずおおぞね指定訪
問介護事業所

http://www.iconico.co.jp/

北区大曽根に事務所があり、多くのスタッフが在籍しております。育児経験者がほとんどであり、家

北区大曽根一丁目２６番２３号 ９１０－９１００ ９１０－９１１０ 東区、北区

９：００～１８：００

○

○ 事全般に関しては様々なご相談にも対応しご支援いたします。地域密着型の事業所です。
http://www.seramu.com

大曽根商店街（オズモール）内に事務所があり、多くのスタッフが在籍しております。育児経験者が

介護

(株) セラム

けあらーずセカンドホーム
指定訪問介護事業所

北区大曽根二丁目１１番５号

９１０－３５２２ ８５６－３５５５ 東区、北区

９：００～１８：００

○

○

ほとんどであり、家事全般に関しては様々なご相談にも対応しご支援いたします。地域密着型の事業
所です。
http://www.seramu.com

介護

（株）ＹＯＵ美

ヘルパーステーションＹＯ
Ｕ

西区市場木町377番地

９３８－４４３９ ５０１－６１２３ 東区、北区。西区、守山区

９：００～１８：００

－

－

本当に助けを必要としているママを支えたい。
「ママの笑顔」が「家族の笑顔」を作ります。

ベビー （株）リズメリット

家事代行・ベビーシッター
サービス

リズメリット

産前産後の心身ともに繊細な時期をがんばるママの支えに少しでもなれますようお手伝いいたしま

名東区八前3丁目111番地

７７５－１３８８ ７７７－１７２７ 市内全域

８：００～１８：００

〇

〇 す。
私たちから始める『笑顔の連鎖』
家事代行・ベビーシッターサービス リズメリット
※2時間以上からの利用

ベビー (株)タカミサプライ

(株)タカミサプライ
支社

中部 中区栄2-2-21

アーク白川公園

ビルディング別館3F

６８４－８１６１ ６８４－８１６２ 市内全域

８：００～１８：００

〇

〇

https://nagoya-merit.com/

