緑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

㈱＝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

ベビー＝ベビーシッターサービス事業者

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

考

土

日

－

－ 一人ひとりのいのち輝くまちづくりを基本理念に支援を行っております。

みんな違ってみんないい

介護

南医療生活協同組合

ヘルパーステーションかなめ

南区鳴浜町５－１０

６１１－５８８５ ６１９－５３５７ 南区､緑区

１０：００～１５：００

子育てを終えたベテランママさんも働いているので、安心・信頼できると思います。
子育て経験のあるベテランのスタッフが揃っており、子育ての悩みやバランスの取れた食事作り

介護

南医療生活協同組合

ヘルパーステーションほしざき 南区星崎一丁目１２３番地

８２１－９２６０ ８２１－９２６８ 南区、緑区

９：３０～１７：３０

－

－ 他、全般の家事は自信があります。
また気さくなスタッフが揃っておりますので、気楽な気持ちで利用して頂けると思います。

介護

南医療生活協同組合

ヘルパーステーションあじさい 緑区桃山１－５４

８７７－６６７１ ８７７－６６７１ 緑区、天白区

９：００～１７：００

－

－

介護

南医療生活協同組合

ヘルパーステーションわかば

６２４－１３２３ ６２４－１３２３ 緑区

９：００～１７：００

－

－ 依頼を受けたらなるべく断らないように心がけてはいますが、利用希望時間に合わせることが難し

ベテラン職員が多く良き相談相手にもなれると思います。

緑区有松三丁山９１３番地

いときもあります。
育児経験がある女性ヘルパーや現在お孫さんのお世話をしているヘルパー等ベテランが産前・産後

介護

南医療生活協同組合

ヘルパーステーションわたぼう 南区中割町４丁目78番地
し

コーポ筒井１階Ａ号室

６１９－７７０１ ６１９－７７０３ 南区、緑区

８：００～１８：００

○

○

にご自宅でお母様がゆっくりと体を休めて頂けるように、家事全般やお子様の沐浴やオムツ交換等
状況に応じて対応致します。
産前・産後の不安な気持ちの相談やお話し相手等をさせていただきます。

介護

南医療生活協同組合

南生協よってって横丁 ヘル
パーステーションよってって

緑区南大高二丁目701番地

６２６－１２０７ ６２６－１２０８ 南区、緑区

９：００～１７：００

○

－

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 (有) ナゴヤ・ベビーシッター
サービス

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

介護

(株) 中日エムエス

(株) 中日エムエス

中日調剤

介護ステーション「六番町」

熱田区八番２-２-１７
エムエス六番町２階

http://www.nagoya-moko.jp

中村区、瑞穂区、熱田
６６５－６３１０ ６６５－６３１１ 区、中川区、港区、南

９：００～１８：００

－

－ http://www.chunichi-ms.co.jp

区、緑区
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
５４１－２１００ ５４１－２１１２ 市内全域

９：００～１７：００

－

－ 伝いさせて頂きます。
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

（福）名古屋市社会福祉協議
会

（福）名古屋市社会福祉協議
会

南区介護保険事業所

緑区介護保険事業所

南区前浜通３－１０
南区在宅サービスセンター内

緑区鳴子町１－７－１
緑区在宅サービスセンター内

８１９－６２００ ８２３－２６８８

瑞穂区、熱田区、港区、
南区、緑区、天白区

８９１－７６２１ ６８０－７６２０ 南区、緑区、天白区

８：００～１８：００

○

○ http://care-net.biz/23/zaitakunet/

８：００～１８：００

○

○ http://care-net.biz/23/zaitakunet/

緑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:

㈱＝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

ベビー＝ベビーシッターサービス事業者

連絡先

事業者

事業者名

種別

介護

(令和2年9月1日現在）

介護＝介護保険指定事業者

事業所

活動区域
電話

（福）名古屋市社会福祉協議
会

天白区介護保険事業所

土日の利用

事業所所在地

天白区原１－３０１
原ターミナルビル３Ｆ

派遣時間

ＦＡＸ

備

考

土

日

８：００～１８：００

○

○ http://care-net.biz/23/zaitakunet/

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。

千種区、昭和区、瑞穂
８０９－５５５０ ８０９－５５５１ 区、南区、緑区、名東
区、天白区

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

※２時間以上からの利用

http://www.lavie1.jp/

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
ベビー オフィス・パレット (株)

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

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

－

－

母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

(特非) かんばす

ヘルパーステーション心

介護

（有）千の花

ヘルパーステーション笑の花

緑区鳴海町字姥子山22番地の1
鳴海第2団地100号室

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

「障害の有無や年齢に関係なく自分らしく暮らせるように」をモットーに活動している"かんばす"

６２７－０８８３ ６２２－１５２０ 緑区、天白区

９：００～１７：００

－

－

６２９－２７３３ ６２９－２７３５ 緑区

９：００～１７：００

－

－ ご相談に応じ、ヘルパーの派遣をいたします。

です。誰でも気軽に助け合える地域を目指し、地域の子育てのお手伝いにも取り組んでいます。

子育て中のヘルパーから子育て経験豊富なヘルパーがいます。

緑区桶狭間神明601番地の21

皆さんの負担を軽くし、笑顔になれるサービスを提供いたします。

訪問介護サービスを地域の皆様に18年間提供し安心と信頼をいただいています。

介護

（有）なるみ介護支援セン

あい愛ライフなるみ訪問介護

ター

サービス

緑区鳴海町字有松裏５番地の７ ６２３－１４２７ ６２３－８５５１ 緑区

９：００～１７：００

－

－

経験豊かなヘルパーが子育てのお手伝いをいたします。
職員一同、笑顔と絆を大切にしております。
是非お気軽にご相談ください。

介護

（有）猫嫁

在宅福祉相貌サ 在宅福祉相貌サポートセンター

ポートセンターひだまり

ひだまり

昭和区妙見町63

861-2512

861-7508

中区、昭和区、中川区、
港区、緑区

８：３０～１７：３０

○

〇

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

https://nagoya-merit.com/

緑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:

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

㈱＝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

ベビー＝ベビーシッターサービス事業者

連絡先
事業者名

ベビー (株)タカミサプライ

事業所

事業所所在地
電話

(株)タカミサプライ

中部支社

中区栄2-2-21

アーク白川公園

ビルディング別館3F

土日の利用
活動区域

派遣時間

ＦＡＸ

６８４－８１６１ ６８４－８１６２ 市内全域

８：００～１８：００

備
土

日

〇

〇

考

