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介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 北区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2714102734
医療法人行岡医学研究会
（財団法人）

医療法人行岡医学研究会行
岡病院

大阪府大阪市北区浮田二丁目
２番３号

2714106412 医療法人石井クリニック 医療法人石井クリニック
大阪府大阪市北区菅栄町１０
番１２号

2764190043
社団法人大阪市北区医師
会

医師会立北区訪問看護ス
テーション

大阪府大阪市北区神山町１５
番１１号

2774100016
株式会社コスモホームヘ
ルプサービス

株式会社コスモホームヘル
プサービス大阪

大阪府大阪市北区天満二丁目
１１番６号クイーンズコート
天満１階

2774100024
社会福祉法人大阪市北区
社会福祉協議会

北区在宅サービスセンター
（いきいきネット）

大阪府大阪市北区神山町１５
番１１号

2774100032 有限会社うぇいくあっぷ 有限会社うぇいくあっぷ
大阪府大阪市北区南扇町７番
２号ユニ東梅田１２１４号

2774100040
社会福祉法人恩賜財団済
生会支部大阪府済生会

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部大阪府済生会中津病
院

大阪府大阪市北区芝田二丁目
１０番３９号

2774100222
株式会社ハート介護サー
ビス

株式会社ハート介護サービ
ス居宅介護支援事業所

大阪府大阪市北区南森町一丁
目１番２５号八千代ビル南館
１階

2774100271 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター梅田
大阪府大阪市北区芝田二丁目
９番１８号アースクビル１階

2774100297 社会福祉法人大協会
社会福祉法人大協会新豊崎
地域在宅サービスステー
ションハートフルかのう

大阪府大阪市北区長柄中一丁
目１番２１号

2774100321 社会福祉法人幸聖福祉会
居宅介護支援事業所藤ミレ
ニアム

大阪府大阪市北区本庄西二丁
目６番１５号

2774100511
株式会社ひかり介護サー
ビス

ひかり介護サービス
大阪府大阪市北区天神橋三丁
目２番３１号

2774100578 なにわ保健生活協同組合 コープいきいきセンター
大阪府大阪市北区中崎一丁目
６番２０号

2774100610 株式会社ケア２１ ケア２１北
大阪府大阪市北区浮田一丁目
４番１５号プリマ梅田東１階

2774100693
有限会社トータルサービ
ス冨士田

有限会社トータルサービス
冨士田

大阪府大阪市北区天神橋一丁
目１８番２５号

2774100743
有限会社メイコーひまわ
り

有限会社メイコーひまわり
大阪府大阪市北区中津四丁目
４番１１号

2774100792
株式会社ソニックコーポ
レーショントータルケア
サービス

株式会社ソニックコーポ
レーショントータルケア
サービス

大阪府大阪市北区中津七丁目
３番７－３０１号

2774100818
さくらケアサービス株式
会社

さくらケアセンター大阪北
大阪府大阪市北区紅梅町４番
５号テイシマビル１階

2774100826 有限会社暖家 有限会社暖家支援事業所
大阪府大阪市北区長柄中一丁
目４番５号

2774101048
有限会社スウィートケア
サービス

有限会社スウィートケア
サービス

大阪府大阪市北区大淀中四丁
目１４番３ー２０１号

2774101246 有限会社はな ケアプランセンターはな
大阪府大阪市北区天神橋三丁
目８番１５号戎大黒ビル３０
２号

2774101279
社会福祉法人大阪市ホー
ムヘルプ協会

大阪市ホームヘルプ協会ケ
アプランセンター

大阪府大阪市北区天神橋七丁
目１２番６号グレーシィ天神
橋２号館７０１号

2774101287
幸栄インターナショナル
株式会社

天満支援センター
大阪府大阪市北区菅原町２番
１５号酉島第五ビル４階

2774101352
有限会社あいあいケアセ
ンター

あいあいケアセンター中崎
通り

大阪府大阪市北区浪花町５番
７号

2774101402
有限会社もこもこセン
ター

もこもこセンター
大阪府大阪市北区本庄東二丁
目１２番１５号

2774101485
有限会社Ｏｎｅ　Ｐｉｅ
ｃｅ

介護ステーションワンピー
ス

大阪府大阪市北区本庄東三丁
目１０番２２号

2774101618
株式会社コスモスプラン
ニング

コスモスプランニング
大阪府大阪市北区天神橋六丁
目５番３１号コーポ井上１０
１号

2774101659
オリエントメディカル
サービス株式会社

ａｒｃアーク介護ステー
ション平成ケアプランセン
ター

大阪府大阪市北区本庄東一丁
目９番１７号ダイヤモンドベ
ル２階

2774101683 有限会社サラ ケアセンターてんま
大阪府大阪市北区池田町１２
－１０

2774101733
有限会社エムアイ・プラ
ンニング

えむあい介護ケアプランセ
ンター

大阪府大阪市北区同心二丁目
７番１９号ビガーポリス１３
２マーブルハウス２階２０２
号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 北区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2774101816 株式会社クローバー
クローバー居宅介護支援事
業所

大阪府大阪市北区天神橋五丁
目６番２３号松葉マンション
１号

2774101857
株式会社タカミコーポ
レーション

天神介護サービス
大阪府大阪市北区天神橋3-7-
18-302

2774101865
有限会社ＨＫプランニン
グ

アンポートケアプランセン
ター

大阪府大阪市北区同心一丁目
４番２号第二東寺町ビル５０
１号

2774101907 株式会社まごころケア まごころケア北
大阪府大阪市北区長柄西一丁
目１番１６号

2774101964 医療法人一心会 エヌケアー
大阪府大阪市北区本庄東一丁
目２２番１号

2774101998 株式会社はあどる
ユアーズ介護ケアプランオ
フィス

大阪府大阪市北区天神橋五丁
目５番３２号

2774102004 株式会社スマイルケア スマイルケア大阪
大阪府大阪市北区天神橋七丁
目３番２号　６階３号室

2774102012
株式会社ケア・ライフ
ハーモニー

ライフハーモニーケアプラ
ンセンター

大阪府大阪市北区天神橋三丁
目１番２８号第三グランドビ
ル３０２号

2774102020 株式会社あんじゅ
あんじゅケアプランセン
ター

大阪府大阪市北区黒崎町１番
１５号

2774102038 株式会社アリス アリスケア
大阪府大阪市北区天神橋五丁
目８番１２号大河崎ビル６階

2774102152 株式会社ライフテック おかげさまで
大阪府大阪市北区豊崎一丁目
１２番１３号ディオフェル
ティ北梅田９０２号

2774102210
株式会社日本エルダリー
ケアサービス

さくらそう梅田
大阪府大阪市北区本庄西一丁
目９番１２号朝日プラザ北梅
田１階

2774102251 株式会社ルーブル
ケアプランセンタールーブ
ル中崎

大阪府大阪市北区中崎1-7-14

2774102285
メディア・アーク株式会
社

アークライフケア
大阪府大阪市北区大淀南2-6-
15

2774102335 医療法人泰山会 居宅介護支援事業所せいび
大阪府大阪市北区中崎西3-3-
40

2774102343 株式会社メディトピア スマイル介護ステーション
大阪府大阪市北区天神橋1-
17-9-2Ｆ

2774102368 株式会社制服のノムラ ほりかわ
大阪府大阪市北区天神橋2北
1-2

2774102426
株式会社きど介護サービ
ス

きど介護サービス
大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-
23-6F

2774102442 株式会社グラフィス
グッドライフ居宅介護支援
センター北大阪

大阪府大阪市北区紅梅町1-6-
6F

2774102483 株式会社ひふみ苑
ひふみ苑天神橋ケアプラン
センター

大阪府大阪市北区天満2-1-
25-2F

2774102509 株式会社寿梨の里
ケアプランセンター寿梨の
里

大阪府大阪市北区本庄西3-8-
17-803



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 都島区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2765290016 社団法人都島区医師会
都島区医師会訪問看護ス
テーション

大阪府大阪市都島区都島本通
三丁目１２番３１号ふれあい
センター都島３階

2775200021
社会福祉法人大阪市都島
区社会福祉協議会

都島区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市都島区都島本通
三丁目１２番３１号

2775200039 社会福祉法人治栄会
社会福祉法人治栄会ケアプ
ランセンターからまつ

大阪府大阪市都島区中野町五
丁目１０番７０号

2775200062 社会福祉法人都島友の会
友渕地域在宅サービスス
テーションひまわり

大阪府大阪市都島区友渕町一
丁目３番１０８号

2775200096 なにわ保健生活協同組合
ホームヘルパーステーショ
ンフレンズ

大阪府大阪市都島区高倉町一
丁目５番７号

2775200153
エールシステムズ株式会
社

エールサービス
大阪府大阪市都島区中野町二
丁目１５番５号朝日プラザ大
宝１０９

2775200203
生活協同組合おおさかパ
ルコープ

パルコープホームヘルプ
サービスセンター

大阪府大阪市都島区御幸町二
丁目１３番７号

2775200278 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター都島
大阪府大阪市都島区都島本通
一丁目４番２０号タイセイビ
ル２階

2775200377
有限会社ホームヘルプ
サービスエール

指定居宅介護支援事業所
エール

大阪府大阪市都島区東野田町
三丁目４番１５号京屋ビル３
階

2775200419 社会福祉法人隆生福祉会
淀川地域在宅サービスス
テーションゆめ

大阪府大阪市都島区毛馬町五
丁目５番２３号

2775200427
特定非営利活動法人ホー
ムヘルパーステーション
グリーン

居宅介護支援事業所グリー
ン

大阪府大阪市都島区友渕町一
丁目５番１３－１１２号

2775200443
特定非営利活動法人フ
レッシュケアーアソシ
エーション

フレッシュケアー
大阪府大阪市都島区都島中通
三丁目５番１４号

2775200450 株式会社都島ナース
株式会社都島ナースケアプ
ランセンター

大阪府大阪市都島区都島南通
一丁目２０番９号

2775200484 なにわ保健生活協同組合
コープ淀川クリニック・ケ
アプランセンター

大阪府大阪市都島区毛馬町四
丁目４番６号

2775200666 医療法人気象会
東朋病院在宅支援相談セン
ター

大阪府大阪市都島区都島南通
二丁目８番１２号

2775200724 有限会社ライフケア秋桜 ケアプランセンターセブン
大阪府大阪市都島区都島本通
一丁目１３番８号

2775200807 医療法人尽生会
医療法人尽生会セイワケア
プランセンター

大阪府大阪市都島区中野町一
丁目５番１４号１０１

2775200914
後楽園ケアセンター株式
会社

地域介護峯岸相談室
大阪府大阪市都島区都島南通
二丁目９番１号

2775201052 医療法人京昭会
ツヂ病院ケアプランセン
ター

大阪府大阪市都島区善源寺町
二丁目８番１８号カッパマン
ション１０１号

2775201060 株式会社サルート ケアセンターサルート
大阪府大阪市都島区片町一丁
目５番４号栄ビル１階

2775201078 株式会社あすもサポート あすもケアプランセンター
大阪府大阪市都島区都島本通
五丁目４番１６号

2775201136 株式会社リエイ
コミュニケア２４都島居宅
介護支援事業所

大阪府大阪市都島区内代町三
丁目９番２８号

2775201169 エルケア株式会社
エルケア株式会社エルケア
都島毛馬ケアプランセン
ター

大阪府大阪市都島区毛馬町二
丁目１番１４号永澤ビル３階

2775201235 有限会社かいてきや バリー居宅介護支援事業所
大阪府大阪市都島区中野町二
丁目７番１６号

2775201292 株式会社ニューズ いいとも
大阪府大阪市都島区友渕町三
丁目４番２２－１０１号

2775201326
有限会社スマイルステー
ション

ケアプランセンタースマイ
ル

大阪府大阪市都島区友渕町二
丁目７番１１号

2775201334
特定非営利活動法人だん
だん

ケアプランセンターだんだ
ん

大阪府大阪市都島区都島北通
二丁目２１番３３－１０２号

2775201342 有限会社ライトナウ
介護支援センターライトナ
ウ

大阪府大阪市都島区都島北通
二丁目２２番１９号ファラン
都島１０１号

2775201359 合同会社Ｃａｔ　ｂｏｘ
おたのしみケアプランセン
ター

大阪府大阪市都島区毛馬町二
丁目１１番リバーサイドしろ
きた４２棟５０６号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 都島区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2775201383 医療法人明生会 居宅介護支援事業所明生
大阪府大阪市都島区片町二丁
目９番２５号１００１号室・
１００２号室

2775201409 エールサービス株式会社 きららみらい介護センター
大阪府大阪市都島区中野町二
丁目１５番５号１０７号

2775201458 合同会社回転木馬 居宅介護支援回転木馬
大阪府大阪市都島区東野田町
五丁目１５番２２号

2775201482
株式会社センチュリーラ
イフ

センチュリーシティ都島居
宅介護支援事業所

大阪府大阪市都島区善源寺町
二丁目２番８８

2775201565 株式会社あるこね
ケアプランセンターあるこ
ね

大阪府大阪市都島区大東町一
丁目４番７号

2775201649
株式会社ヤマサキコーポ
レーション

ケアプランセンターｆエフ
大阪府大阪市都島区中野町4-
4-20

2775201656 株式会社都島友の会 ひまわりⅡ
大阪府大阪市都島区都島本通
3-16-10福祉ビル4階

2775201714
社会福祉法人青野ヶ原福
祉会

青都荘指定居宅介護支援事
業センター

大阪府大阪市都島区都島中通
3-14-21-302

2775201722
株式会社ＢＡＳＥＭＩＮ
Ｄ

ハッピーケアやすらぎケア
プランセンター

大阪府大阪市都島区毛馬町2-
4-8

2775201771 医療法人正正会 ケアプランセンター桃
大阪府大阪市都島区東野田町
3-13-9わけのビル

2775201797
株式会社Ｙ．Ｇ ＧＲＯＵ
Ｐ

あかり介護事業所
大阪府大阪市都島区高倉町1-
10-20-3Ｆ

2775201813
株式会社くらしケアサ
ポート

くらサポケアプランセン
ター

大阪府大阪市都島区都島本通
3-23-20

2775201839 フレンドベル株式会社
ベル友渕ケアプランセン
ター

大阪府大阪市都島区友渕町3-
1-29

2775201854 株式会社Ｔｏｎｄｏ くれない都島ケアセンター
大阪府大阪市都島区善源寺町
1-8-19グレースコーポ都島
205号

2775201904 株式会社ニシカワ
指定居宅介護支援ケアプラ
ンセンタージョイア

大阪府大阪市都島区毛馬町1-
10-15



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 福島区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2770200018
社会福祉法人大阪市福島
区社会福祉協議会

福島区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市福島区海老江六
丁目２番２２号

2770200034 医療法人藤田会（財団） いきいきケアプラン相談室
大阪府大阪市福島区吉野四丁
目２９番１８号

2770200091
社会福祉法人ともしび福
祉会

福島ともしび苑居宅介護支
援事業所

大阪府大阪市福島区吉野五丁
目６番１１号

2770200109 福島医療生活協同組合
吉野診療所指定居宅介護支
援事業所

大阪府大阪市福島区吉野四丁
目５番２号

2770200141 社会福祉法人阪神長楽苑 長楽苑ケアプランセンター
大阪府大阪市福島区福島四丁
目６番２４号

2770200224 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター野田
大阪府大阪市福島区吉野一丁
目１０番１５号スプルース野
田ビル２階

2770200265 社会福祉法人友朋会
グリーン野田居宅介護支援
事業所

大阪府大阪市福島区海老江二
丁目１番３６号

2770200323
有限会社ケアステーショ
ンみゆき

ケアステーションみゆき
大阪府大阪市福島区鷺洲四丁
目１－１２－１０１

2770200372
有限会社あいよケアー
サービス

有限会社あいよケアーサー
ビス

大阪府大阪市福島区野田三丁
目７番５号

2770200463 福島医療生活協同組合
福島民主診療所指定居宅介
護支援事業所

大阪府大阪市福島区福島八丁
目５番１１号

2770200489 福島医療生活協同組合 介護支援センターえがお
大阪府大阪市福島区吉野一丁
目９番４号

2770200646 医療法人愛幸会
くまだ内科クリニック介護
支援センターみどり

大阪府大阪市福島区玉川四丁
目６番１２号

2770200752
ＪＳＫホールディングス
株式会社

ハッピーライフ
大阪府大阪市福島区福島四丁
目４番１４号

2770200836 株式会社ＭＡＳＡ
うららかケアプランセン
ター

大阪府大阪市福島区福島一丁
目２番２４号

2770200927
株式会社ケアプランセン
ターあんしん倶楽部

ケアステーションふくしま
倶楽部

大阪府大阪市福島区鷺洲三丁
目１番１号１０４号室

2770200992 株式会社ハッピーロード
ケアプランセンターかけは
し

大阪市福島区大開1-7-14-103
号

2770201008 株式会社グラフィス
グッドライフ居宅介護支援
センター大阪福島

大阪市福島区吉野1-20-30-9
Ｆ



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 此花区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2712801956 医療法人晴恵会
医療法人晴恵会安田クリ
ニック

大阪府大阪市此花区伝法二丁
目５番１号

2762890016 社団法人此花区医師会 訪問看護ステーション此花
大阪府大阪市此花区伝法三丁
目２番２７号

2772800013
社会福祉法人大阪市此花
区社会福祉協議会

此花区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市此花区伝法三丁
目２番２７号

2772800054
医療法人此花博愛会（財
団）

此花診療所指定居宅介護支
援事業所

大阪府大阪市此花区春日出北
一丁目１番２５号

2772800096 社会福祉法人イエス団
ガーデン天使居宅介護支援
事業所

大阪府大阪市此花区島屋四丁
目１番１１号

2772800179 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター此花
大阪府大阪市此花区梅香三丁
目２９番８号ハットリビル４
階

2772800195
有限会社ジャパンケアニ
ジュウイチ

ジャパンケア２１此花事業
所

大阪府大阪市此花区春日出北
一丁目２番３号

2772800260 医療法人義方会
医療法人義方会居宅介護支
援事業所

大阪府大阪市此花区伝法六丁
目３番２－１０５号

2772800310 社会福祉法人芙蓉福祉会
水都ホーム居宅介護支援セ
ンター

大阪府大阪市此花区西九条一
丁目１番２号

2772800427 有限会社ひまわり ケアプランセンターユニ
大阪府大阪市此花区春日出北
一丁目２５番１１号

2772800435 有限会社葵 介護ステーション葵
大阪府大阪市此花区梅香二丁
目６番１号

2772800492
有限会社ファミリーケ
アーサービス

有限会社ファミリーケアー
サービス

大阪府大阪市此花区春日出北
一丁目１３番６号

2772800567 株式会社月桂舎
月桂舎ケアプランセンター
此花

大阪府大阪市此花区伝法二丁
目３番５号１０４号

2772800583
有限会社オー・エム・エ
ス

クラウン介護
大阪府大阪市此花区西九条三
丁目１６番２５号

2772800641 株式会社ケア２１
ケア２１大阪西ケアプラン
センター

大阪府大阪市此花区西九条三
丁目１２番１７号みづほビル
３０１号

2772800658 社会福祉法人大阪暁明館
おとしよりすこやかケアプ
ランセンター西部館

大阪府大阪市此花区西九条五
丁目３番５１号

2772800666
有限会社介護サービスセ
ンターささゆり

ケアプランセンターささゆ
り

大阪府大阪市此花区春日出中
二丁目１２番９号１階

2772800716 株式会社安心生活研究所
此花在宅支援センター「あ
んしん」

大阪府大阪市此花区四貫島二
丁目２５番１２号

2772800740 株式会社まごころケア まごころケア此花
大阪府大阪市此花区梅香三丁
目３２番５号

2772800799 株式会社ふるさと
ケアプランセンターふるさ
と

大阪府大阪市此花区四貫島二
丁目１５番１４号ナミックス
ビル１階

2772800872 株式会社和
なごみライフケアプランセ
ンター

大阪府大阪市此花区西九条2-
11-28マンション北沢203

2772800898 医療法人医方会 居宅介護支援事業所紫胡苑
大阪府大阪市此花区伝法4-4-
24

2772800914 株式会社クオレ
ケアプランセンタークオレ
千鳥橋

大阪府大阪市此花区梅花3-
14-12



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 中央区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2779400031 社会福祉法人健勝会
南大江地域在宅サービスス
テーションさくら居宅介護
支援事業所

大阪府大阪市中央区農人橋一
丁目４番２０号

2779400049
社会福祉法人大阪市中央
区社会福祉協議会

中央区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市中央区上本町西
二丁目５番２５号

2779400098
社団法人大阪聴力障害者
協会

大阪ろうあ会館
大阪府大阪市中央区谷町五丁
目４番１３号大阪府谷町福祉
センター３階

2779400338 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター難波
大阪府大阪市中央区南船場一
丁目１４番６号ウエステージ
南船場４階

2779400403
有限会社たむらソーシャ
ルネット

たむらソーシャルネット
大阪府大阪市中央区谷町六丁
目１４番２３号

2779400585 有限会社ニフコ つくしケアプランセンター
大阪府大阪市中央区内淡路町
一丁目４番９号

2779400817
生活協同組合ヘルスコー
プおおさか

居宅介護支援事業所介護セ
ンターうえに

大阪府大阪市中央区和泉町一
丁目２番２号シャンピア谷町
１０１号

2779400965 株式会社月桂舎 月桂舎ケアプランセンター
大阪府大阪市中央区内淡路町
一丁目２番９号ナカタニビル
４階４０１号

2779401013 株式会社ケア２１ ケア２１中央
大阪府大阪市中央区谷町六丁
目１番１４号谷町大治ビル３
階Ａ室

2779401120 あいあいケア有限会社 あいあいケア中央
大阪府大阪市中央区谷町六丁
目２番３０号川島機械ビル２
階

2779401229
株式会社関西明和ビジコ
ン

ケアセンターぬくもり
大阪府大阪市中央区南本町三
丁目３番２３号６１６号

2779401245
特定非営利活動法人あっ
たかい手

ＮＰＯあったかい手
大阪府大阪市中央区安堂寺町
一丁目４番１２号２０１号

2779401492
有限会社フォーリーフク
ローバー

よつ葉ケアプランセンター
大阪府大阪市中央区玉造二丁
目２８番１７号ＮＳパレスマ
ンション１階

2779401641 有限会社そら ケアプランセンターそら
大阪府大阪市中央区内本町一
丁目３番１０－３０６号

2779401716 社会福祉法人宝寿福祉会
おとしよりケアプランセン
ター

大阪府大阪市中央区島之内二
丁目１２番２８号

2779401799 株式会社しんさいばし
しんさいばし居宅介護支援
事業所

大阪府大阪市中央区東心斎橋
一丁目３番５号グラントピア
長堀橋４１０

2779401823 Ｆｕｊｉｘ有限会社
愛フジックス居宅介護支援
事業所

大阪府大阪市中央区谷町七丁
目３番４－１２６号新谷町第
３ビル１２６号室

2779401831 株式会社Ｐａｒｆａｉｔ パルフェ
大阪府大阪市中央区上本町西
一丁目２番１４号第３松屋ビ
ル１１５３号

2779401849
株式会社かんでんジョイ
ライフ

ケアプランセンターナービ
ス大阪

大阪府大阪市中央区高麗橋一
丁目７番３号

2779401906 株式会社レッグス 大手前ケアサービス

大阪府大阪市中央区船越町一
丁目４番１号ザ・シティタ
ワー大手前センチュリー１２
０１号

2779401914
有限会社生活ケアのぷ
らっと

ぷらっとケアプランセン
ター

大阪府大阪市中央区東平一丁
目４番１６号

2779401997 有限会社アバンダンス
居宅介護支援事業所アバン
ダンス

大阪府大阪市中央区久太郎町
二丁目２番７号山口興産堺筋
ビル７階

2779402102 有限会社さざなみ ケアプランセンターわおん
大阪府大阪市中央区瓦屋町一
丁目８番２５号ハイツ松屋町
１階Ａ号

2779402169
有限会社ライフ・ステー
ジ

白石介護事務所
大阪府大阪市中央区上本町西
3-3-24

2779402227
有限会社すみれケアセン
ター

オリーブの森
大阪府大阪市中央区玉造2-
26-70-305

2779402375 株式会社メディコア ケアプランセンターココ
大阪府大阪市中央区本町4-4-
16コートハウス416



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 西区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2771800014
社会福祉法人大阪市西区
社会福祉協議会

西区在宅サービスセンター
大阪府大阪市西区新町四丁目
５番１４号

2771800022
公益社団法人大阪府柔道
整復師会

柔整介護ステーション
大阪府大阪市西区靱本町三丁
目１０番３号

2771800030 医療法人日新会 ナイスプランナーＫ
大阪府大阪市西区北堀江一丁
目１０番６号

2771800048
有限会社キャリア在宅看
護研究所

有限会社キャリア在宅看護
研究所

大阪府大阪市西区九条南三丁
目６番２７号

2771800089 財団法人日本生命済生会 日生ケアプランセンター
大阪府大阪市西区立売堀六丁
目７番９号

2771800097 社会医療法人きつこう会
多根総合病院居宅介護支援
事業所

大阪府大阪市西区境川一丁目
２番３１号

2771800121 社会福祉法人亀望会
江之子島コスモス苑居宅介
護支援事業所

大阪府大阪市西区江之子島一
丁目８番４４号

2771800170 株式会社アワハウス
アワハウス居宅介護支援事
業所

大阪府大阪市西区阿波座１－
６ー１

2771800295 社団法人日本海員掖済会
大阪掖済会病院居宅介護支
援事業所

大阪府大阪市西区本田二丁目
１番１０号大阪掖済会病院１
階

2771800469
株式会社ヒットメディカ
ル

ほのぼのらいふ江戸堀
大阪府大阪市西区江戸堀三丁
目４番３号

2771800527
有限会社糸山介護セン
ター

糸山ケアプランセンター
大阪府大阪市西区南堀江四丁
目２０番１１号糸山ビル２階

2771800709
株式会社ジョイ介護セン
ター

さち介護センター
大阪府大阪市西区本田三丁目
２番１号旭洋セブンビル６階

2771800790 株式会社ウィズ 株式会社ウィズ
大阪府大阪市西区立売堀一丁
目９番３３号

2771800808 医療法人仁生会
医療法人仁生会すみれ居宅
介護支援事業所

大阪府大阪市西区九条一丁目
１９番７号

2771800857 医療法人日新会
ケアヴィレッジ九条居宅介
護支援事業所ナイスプラン
ナー九条

大阪府大阪市西区九条一丁目
２１番２４号

2771801111
株式会社アルファーネッ
ト

株式会社アルファーネット
大阪府大阪市西区江之子島一
丁目６番２－１００２号

2771801178 株式会社九条赤岩
あかいわケアプランセン
ター

大阪府大阪市西区九条三丁目
２５番６号

2771801244 エルケア株式会社
エルケア株式会社エルケア
大阪西ケアプランセンター

大阪府大阪市西区九条二丁目
２４番９号

2771801350 有限会社ＡＪ ひめケアプランセンター
大阪府大阪市西区新町三丁目
１５番６号１００２号室

2771801574 株式会社タスク
居宅介護支援ケアプランセ
ンターつき

大阪府大阪市西区九条1-11-
11

2771801608 有限会社帆弘 ケアプランセンターさいが
大阪府大阪市西区江戸堀1-6-
17-2902

2771801681 有限会社あいあい
ケアステーションあいあい
南堀江

大阪府大阪市西区南堀江2-1-
16

2771801772
株式会社シティ・エス
テート

スーパーコートケアプラン
センター

大阪府大阪市西区西本町1-7-
7ＣＥ西本町ビル4階



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 港区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2710401395 医療法人南労会 医療法人南労会松浦診療所
大阪府大阪市港区弁天二丁目
１番３０号

2710401742
医療法人三愛会中山整形
外科

医療法人三愛会中山整形外
科

大阪府大阪市港区弁天四丁目
５番３号

2770400022
株式会社ケアプランセン
ターあんしん倶楽部

株式会社ケアプランセン
ターあんしん倶楽部

大阪府大阪市港区弁天四丁目
１２番１０号

2770400030 社会福祉法人みなと寮
みなと在宅介護支援セン
ター

大阪府大阪市港区八幡屋四丁
目８番１号

2770400048 港医療生活協同組合
指定居宅介護支援事業所
コープみなと介護よろず相
談所

大阪府大阪市港区磯路三丁目
３番４号

2770400071 社会福祉法人波除福祉会
市岡東地域在宅サービスス
テーションさくら

大阪府大阪市港区波除五丁目
４番７号

2770400253 社会福祉法人秀生会
特別養護老人ホームザイオ
ン

大阪府大阪市港区市岡一丁目
５番３０号

2770400295 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター弁天町
大阪府大阪市港区市岡元町三
丁目７番１０号ＫＳビルディ
ング４階

2770400311 社会福祉法人みなと寮
築港地域在宅サービスス
テーション

大阪府大阪市港区築港二丁目
４番１６号

2770400402
特定非営利活動法人エ
ヌ・ピー・オーみなと

ＮＰＯみなと合同ケアセン
ター

大阪府大阪市港区南市岡三丁
目６番２６号

2770400410 親栄産業有限会社
ヘルパーステーション輝
（かがやき）

大阪府大阪市港区波除三丁目
２番７号

2770400543 有限会社アイシティ 有限会社アイシティ
大阪府大阪市港区弁天四丁目
１３番２３－１０５号

2770400568 医療法人徳寿会
医療法人徳寿会金山医院居
宅介護支援センター

大阪府大阪市港区港晴一丁目
２番１２号

2770400584
特定非営利活動法人アイ
シティルーム

特定非営利活動法人アイシ
ティルーム

大阪府大阪市港区弁天一丁目
６番１７ー１０２号

2770400600 有限会社アップル･ケア アップル･ケア
大阪府大阪市港区夕凪一丁目
７番１７号KAB夕凪２０１号

2770400659 三協グループ株式会社
三協グループ（株）介護事
業部ケアプランセンター
「やすらぎ」

大阪府大阪市港区弁天六丁目
４番１号２階

2770400667 有限会社あさしお
ケアプランセンターあさし
お

大阪府大阪市港区田中二丁目
１１番１１号

2770400717 医療法人尚信会
みなとケアプランセンター
すまいる

大阪府大阪市港区三先一丁目
１０番２８号サンファミリー
三先８０１号

2770400758 有限会社クローバー らいおん介護ステーション
大阪府大阪市港区弁天一丁目
６番３５号ＳＫＳビル５階

2770400873 医療法人喜馬外科
医療法人喜馬外科ケアプラ
ンセンター

大阪府大阪市港区三先一丁目
１７番４３号

2770400923
株式会社赤玉メディカル
片山

赤玉エースケアセンター
大阪府大阪市港区夕凪二丁目
２番２４号

2770400964 株式会社歩む工房 ケアサポート歩む
大阪府大阪市港区八幡屋一丁
目９番２１号Mハウス２０２
号

2770401038 株式会社ひかり ケア・センターひかり
大阪府大阪市港区弁天三丁目
１４番８号西村ビル５階

2770401046 ニックサービス株式会社
生き生き介護センター（磯
路）

大阪府大阪市港区磯路二丁目
２１番３号

2770401079 株式会社ＡＴＴＥＣＣ
さくら支援ステーション真
心道

大阪府大阪市港区八幡屋一丁
目１３番１０号八幡屋ビル１
０５号

2770401111
ケアマネリング港合同会
社

ケアマネリングみなと
大阪府大阪市港区八幡屋二丁
目６番１号南朝潮コーポ１号
棟１１２号

2770401137 あいケア株式会社 あいケア介護サポート
大阪府大阪市港区市岡二丁目
１番１号

2770401277
合同会社はやぶさケアセ
ンター

はやぶさケアセンター
大阪府大阪市港区磯路三丁目
１５番６号

2770401467 株式会社ケア２１
ケア２１大阪ベイケアプラ
ンセンター

大阪府大阪市港区市岡元町2-
14-11プラザ元町



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 大正区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2712700570 医療法人彰療会（社団） 大正病院
大阪府大阪市大正区三軒家東
五丁目５番１６号

2772700015
社会福祉法人大阪市大正
区社会福祉協議会

大正区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市大正区小林西一
丁目１４番３号

2772700080
社会福祉法人恩賜財団済
生会支部大阪府済生会

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部大阪府済生会北恩加
島地域在宅サービスステー
ション

大阪府大阪市大正区北村三丁
目４番３号

2772700163
西村総合介護サービス株
式会社

居宅介護支援事業所・にし
むら・ケア・プラン

大阪府大阪市大正区平尾五丁
目３番１９号

2772700254 社会福祉法人彰仁会
大正東在宅サービスステー
ションいずみの家

大阪府大阪市大正区泉尾二丁
目１３番５号

2772700320 株式会社ジール ジール大正ケアセンター
大阪府大阪市大正区泉尾一丁
目２１番７号

2772700346
社会福祉法人たらちね事
業会

デイサービスファミリーケ
アプランセンター

大阪府大阪市大正区鶴町一丁
目１１番２０号

2772700411 合資会社サンテル サンテル介護プラン
大阪府大阪市大正区千島一丁
目１８番１３号グランドメゾ
ン千島

2772700577 医療法人社団緑会
医療法人社団緑会エバーグ
リーン居宅介護支援事業所

大阪府大阪市大正区泉尾二丁
目２０番４号

2772700676 有限会社アニスト ホットケアプランセンター
大阪府大阪市大正区三軒家東
一丁目７番１８号コニシビル
２０１号

2772700759 有限会社介護部 快適介護サポーター
大阪府大阪市大正区千島三丁
目２１番１３号千島ビル１階

2772700817 医療法人敬英会
老健つるまちケアプランセ
ンター

大阪府大阪市大正区鶴町二丁
目１５番１８号

2772700841 大一商事株式会社 ケアプランセンターゆめⅡ
大阪府大阪市大正区三軒家東
二丁目３番３３－５０４号

2772700882 株式会社愛ケアセンター 藤ケアプランセンター
大阪府大阪市大正区三軒家東
一丁目７番６－９０１号

2772700932
株式会社メディケアープ
ラス

居宅介護支援センター石村
大阪府大阪市大正区小林西一
丁目１０番８号

2772700999 株式会社錦 錦．ケア．プランセンター
大阪府大阪市大正区南恩加島
六丁目４番１号セント大正５
階

2772701005 株式会社あおぞら あおぞらケアサポート
大阪府大阪市大正区泉尾一丁
目５番６号

2772701054 エルケア株式会社
エルケア株式会社エルケア
大正中央ケアプランセン
ター

大阪府大阪市大正区千島三丁
目１１番１３号グリタビル４
階

2772701088 有限会社りんどう ケアプランセンター藤の里
大阪府大阪市大正区泉尾四丁
目１４番２７号

2772701138
株式会社ヒューマンリ
レーションズ

ひだまりケアプランセン
ター

大阪府大阪市大正区鶴町二丁
目８番７号

2772701161
株式会社エキスパート
ナース

エキスパートナースケアプ
ランセンター

大阪府大阪市大正区泉尾三丁
目１０番７号

2772701195 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター大正
大阪府大阪市大正区三軒家東
五丁目６番７号和田ビル本館
２０１号

2772701211 株式会社オオフナ
ケアプランセンターぴあこ
とぶき

大阪府大阪市大正区南恩加島
二丁目４番１０号

2772701328 医療法人良仁会
医療法人良仁会ケアプラン
センター

大阪府大阪市大正区平尾4-
22-15

2772701450
合資会社ひのき介護セン
ター

ひのきケアプランセンター
大阪府大阪市大正区千島1-
15-11

2772701484 社会医療法人愛仁会
ケアプランセンターおかじ
ま

大阪府大阪市大正区南恩加島
5-4-1



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 天王寺区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2771700016
社会福祉法人大阪市天王
寺区社会福祉協議会

天王寺区在宅サービスセン
ターゆうあい

大阪府大阪市天王寺区六万体
町５番２６号

2771700032
社会福祉法人四天王寺福
祉事業団

四天王寺ケアプランセン
ター

大阪府大阪市天王寺区玉造元
町１番２９号

2771700081 社団法人大阪府看護協会
大阪府看護協会ケアプラン
センター

大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻
一丁目２番２２号

2771700123 医療法人歓喜会
居宅介護支援事業所辻外科
ケアプランセンター

大阪府大阪市天王寺区生玉前
町３番２６号みどり辻ビル１
階

2771700198 医療法人瑞穂会
居宅介護支援事業所みずほ
倶楽部

大阪府大阪市天王寺区清水谷
町５番２７号老人保健施設み
ずほ倶楽部１階

2771700230 有限会社大松
居宅介護支援事業所大松ケ
アプランセンター

大阪府大阪市天王寺区国分町
３番２６号

2771700511 株式会社オリーブ オリーブ介護支援事業所
大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝
一丁目５番１号田中マンショ
ン１０１

2771700594 有限会社白い鳥 ケアプランセンター白い鳥
大阪府大阪市天王寺区南河堀
町１番１０号

2771700628 株式会社上六調剤薬局
うえろくケアプランセン
ター

大阪府大阪市天王寺区石ケ辻
町６番１３号６０１号

2771700651
有限会社ケアサポート関
西

ケアサポート関西
大阪府大阪市天王寺区大道一
丁目１３番１７号大道ハイツ
１０５号室

2771700685 有限会社髙野
はっぴぃケアプランセン
ター

大阪府大阪市天王寺区味原町
１３番２５号（ヴィルヌーブ
上町台東２０１号）

2771700727
有限会社夕陽ヶ丘ケア
サービス

夕陽ヶ丘ケアサービス居宅
介護支援事業所

大阪府大阪市天王寺区上本町
九丁目６番２３号

2771700743
有限会社ヤスコメディカ
ルサービス

介護支援センターうさぎ天
王寺

大阪府大阪市天王寺区四天王
寺一丁目１４番１８号

2771700826
有限会社ＰｅａｃｅＨｅ
ａｒｔ

Ｐｅａｃｅ　Ｈｅａｒｔ
大阪府大阪市天王寺区清水谷
町２０番４号

2771700867
有限会社アシスト・ケア
センター

しらかばケアセンター
大阪府大阪市天王寺区真法院
町２６番１６号

2771700917 株式会社えがお
えがおケアマネジメントセ
ンター

大阪府大阪市天王寺区生玉前
町５番２８号アンビション三
和１００１号室

2771700974
有限会社自立へのサポー
ター・よろこび

有限会社自立へのサポー
ター・よろこび

大阪府大阪市天王寺区大道二
丁目１１番４号コンフォート
ＺＥＮ１階

2771701014
特定非営利活動法人みど
りの庭

特定非営利活動法人みどり
の庭指定居宅介護支援セン
ター

大阪府大阪市天王寺区清水谷
町１７番２１号アミクス清水
谷２階

2771701048
さくらケアサービス株式
会社

さくらケアセンター清水谷
大阪府大阪市天王寺区清水谷
町１６－２３江見マンション
１Ｆ

2771701170
有限会社ぐろーばる・
ねっと

ケアヒルズ
大阪府大阪市天王寺区勝山二
丁目１４番８号シャンテ勝山
２階

2771701188
株式会社ＩＳＡＯコーポ
レーション

優ケアプランセンター
大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻
一丁目１番２－９０２号

2771701261 エルケア株式会社
エルケア株式会社エルケア
天王寺ケアプランセンター

大阪府大阪市天王寺区生玉前
町３番２５号タマダビル７０
２号

2771701378
ＨＹコーポーレーション
株式会社

ケアプランたまつくり
大阪府大阪市天王寺区玉造本
町４番１７号ヤングイン玉造
４０１号室

2771701410
有限会社クローバーホー
ム

ケアプランセンタークロー
バーホーム

大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎
町２番１８号タイセイ第二ビ
ル３階

2771701485
有限会社グリーンケア千
里山

らくゆう会ケアプランセン
ター

大阪府大阪市天王寺区空堀町
１５番２０号清水谷ビル１階

2771701535 株式会社アーチ アーチケアプランセンター
大阪府大阪市天王寺区勝山二
丁目８番２２号勝二マンショ
ン１２号

2771701725 株式会社レガート レガート生玉
大阪府大阪市天王寺区生玉町
11-26

2771701899
有限会社ライフデザイン
インターフェイス

クーラコモンズ・ライフサ
ポート

大阪府大阪市天王寺区大道3-
4-3



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 天王寺区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2771701949 合同会社ＧＲＡＣＥ
ケアプランセンターグレー
ス

大阪府大阪市天王寺区空堀町
16-13第二和光ハイツ201

2771701998 株式会社桜の杜 ケアプラン桜の杜
大阪府大阪市天王寺区南河堀
9-43天王寺北口ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ504

2772302259 株式会社ライズ
リヨンケアプランセンター
天王寺

大阪市阿倍野区旭町2-1-1-
136



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 浪速区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2774300012
社会福祉法人スワンなに
わ

居宅介護支援事業所スワン
なにわ

大阪府大阪市浪速区浪速西２
－１１－６

2774300020 社会福祉法人健勝会
難波地域在宅サービスス
テーションなにわ居宅介護
支援事業所

大阪府大阪市浪速区幸町二丁
目３番１１号

2774300038
社会福祉法人大阪市浪速
区社会福祉協議会

浪速区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市浪速区難波中三
丁目８番８号

2774300046
社会福祉法人石井記念愛
染園

居宅介護支援事業所日本橋
地域在宅サービスステー
ション

大阪府大阪市浪速区恵美須東
二丁目１番４号

2774300053
社会福祉法人石井記念愛
染園

愛染園ケアサービスセン
ター

大阪府大阪市浪速区日本橋五
丁目１６番１９号

2774300079 社会医療法人若弘会 日本橋居宅介護支援事業所
大阪府大阪市浪速区日本橋四
丁目７番１７号

2774300335 株式会社ファニー ファニー介護サービス
大阪府大阪市浪速区恵美須西
二丁目１１番３号メゾンエス
ポワール蘭１階１０１号室

2774300350
有限会社スマイル・ケア
センター

有限会社スマイル・ケアセ
ンター

大阪府大阪市浪速区戎本町一
丁目７番７号

2774300533 有限会社有明の里
ケアプランセンター有明の
里

大阪府大阪市浪速区大国一丁
目３番７号グランソシエ浪速
１階

2774300624
有限会社ヤマダケアサ
ポート

有限会社ヤマダケアサポー
ト

大阪府大阪市浪速区恵美須西
二丁目１１番３号メゾンエス
ポワール蘭２０１号

2774300855 社会医療法人弘道会
社会医療法人弘道会浪速生
野病院居宅介護支援事業所

大阪府大阪市浪速区浪速東二
丁目１３番１９号

2774300921 株式会社アンリ ケアプランセンターあんり
大阪府大阪市浪速区日本橋東
一丁目１番３号メディケア日
本橋１階

2774301010 有限会社さくらんぼ
ケアプランセンターさくら
んぼ

大阪府大阪市浪速区難波中三
丁目１６番８号

2774301143 有限会社ケアアクト ケアプランあさかぜ
大阪府大阪市浪速区敷津西二
丁目７番２３号

2774301234
有限会社えびす介護サー
ビス

えびすケアプランセンター
大阪府大阪市浪速区恵美須東
一丁目４番２０号

2774301267 株式会社ベストフレンド
ケアプランセンターベスト
フレンド

大阪府大阪市浪速区大国三丁
目１０番８号

2774301499
株式会社ショウエイコ
ミュニケーション

ショウエイケアサポート 大阪市浪速区戎本町2-6-23

2774301325 有限会社鈴 有限会社鈴
大阪府大阪市浪速区戎本町一
丁目９番２１号酒井家ビル３
号館４階１号室

2774301424
株式会社いーぐるサポー
ト

いーぐるケアプランセン
ター

大阪府大阪市浪速区日本橋東
三丁目８番１３号ＧＳハイム
日本橋７０１号室

2774301432 有限会社愛と憩
ケアプランセンター・愛と
憩

大阪府大阪市浪速区桜川二丁
目１２番２８号正井マンショ
ン１０１号

2774301457 株式会社楓
介護ケアプランセンターい
つき

大阪府大阪市浪速区大国二丁
目１番１６号パインブルック
マンション６０６号室

2774301515 株式会社グローバルケア
グローバルケア桜川ケアス
テーション

大阪府大阪市浪速区塩草3-
11-4

2774301523 一般社団法人四季
一般社団法人四季はるケア
マネ事務所

大阪市浪速区木津川1-5-26-
208

2774301531
株式会社ソーシャルライ
フ

ソーシャルライフ恵美須西
居宅介護支援事業所

大阪市浪速区恵美須西3-4-13

2774301549 医療法人敬英会
老健さくらがわケアプラン
センター

大阪市浪速区桜川4-2-9ハイ
ム桜川106号

2774301648
日清住宅サービス株式会
社

やすらぎのオレンジ館浪速
営業所

大阪市浪速区敷津西2-8-22

2774301655
社会福祉法人石井記念愛
染園

愛染園ケアサービスセン
ターなんば

大阪市浪速区稲荷1-7-32

2774301697 株式会社稲田 エビスホームケア
大阪府大阪市浪速区日本橋5-
1-16

2774301747
合同会社アライアンス
エージェンシー

ケアプランセンターきらり
大阪府大阪市浪速区敷津西2-
2-2なんなんﾀｳﾝﾌﾀﾊﾞﾌﾟﾗｻﾞ203

2774301754
株式会社シルバーライニ
ング

ケアプランセンターぬくも
り

大阪府大阪市浪速区浪速東1-
2-



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 浪速区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2774301762 株式会社ＫＡＺ さん介護支援センター
大阪府大阪市浪速区桜川2-
12-28-101



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 西淀川区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2771000011
社会福祉法人大阪市西淀
川区社会福祉協議会

西淀川区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市西淀川区千舟二
丁目７番７号

2771000094
財団法人淀川勤労者厚生
協会

ケアプランセンターみてじ
ま

大阪府大阪市西淀川区竹島三
丁目２番１２号

2771000144 社会福祉法人松福会
社会福祉法人松福会指定居
宅介護支援事業所ひまわり

大阪府大阪市西淀川区大和田
二丁目５番１１号西淀川特別
養護老人ホーム１階

2771000151 社会医療法人愛仁会 ケアプランセンターちぶね
大阪府大阪市西淀川区佃二丁
目５番２４号佃公園スカイハ
イツ１０１号室

2771000193 有限会社豊生華サービス 有限会社豊生華サービス
大阪府大阪市西淀川区柏里三
丁目１１番２０号エステート
プラザ１０１号

2771000250 石井医療器株式会社
石井医療器株式会社石井介
護医療器店

大阪府大阪市西淀川区野里一
丁目３１番２０号

2771000334 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター御幣島

大阪府大阪市西淀川区千舟二
丁目６番３０号プレサンス御
幣島ステーションフロント１
階

2771000458 医療法人悠久会
医療法人悠久会悠久の郷居
宅介護支援事業所

大阪府大阪市西淀川区柏里二
丁目１３番２１号

2771000656 有限会社マザー介護 有限会社マザー介護
大阪府大阪市西淀川区野里一
丁目２５番３号

2771000854
財団法人淀川勤労者厚生
協会

淀協ケアプランセンター
大阪府大阪市西淀川区野里三
丁目６番８号福島琺瑯西淀ビ
ル３階

2771001027 特定非営利活動法人はな ケアプランセンターのざと
大阪府大阪市西淀川区野里一
丁目４番２１－１０５

2771001100 有限会社ちとせ ちとせ介護
大阪府大阪市西淀川区野里一
丁目３０番２１号メゾン白百
合２０１号

2771001183 有限会社ハート・ケア
ハート・ケアプランセン
ター

大阪府大阪市西淀川区姫里二
丁目２番３０号

2771001225 株式会社夢 ケアプランセンター夢
大阪府大阪市西淀川区花川二
丁目９番３３号

2771001449 ＮＰＯ法人おひさま
ケアプランセンターおひさ
ま佃

大阪府大阪市西淀川区佃3-
16-20

2771001605
株式会社芙蓉ライフサ
ポート

株式会社芙蓉ライフサポー
トケアプランセンター

大阪府大阪市西淀川区大和田
1-3-24



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 淀川区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2719105922 医療法人阪口クリニック 医療法人阪口クリニック
大阪府大阪市淀川区東三国四
丁目１５番１３号

2779100011
財団法人淀川勤労者厚生
協会

ケアプランセンターあい
大阪府大阪市淀川区三津屋北
一丁目４番１１号

2779100029
社会福祉法人大阪市淀川
区社会福祉協議会

淀川区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市淀川区三国本町
二丁目１４番３号

2779100037 社会福祉法人博愛社
ケアプランセンターはくあ
い

大阪府大阪市淀川区十三元今
里三丁目１番７２号はくあい
介護サポートセンター内

2779100102 社会福祉法人加島友愛会 ケアプランセンター加寿苑
大阪府大阪市淀川区加島一丁
目３４番８号

2779100185 社会医療法人協和会
社会医療法人協和会ハート
フルケアプランセンター

大阪府大阪市淀川区十三東五
丁目３番２９号淀川介護老人
保健施設ハートフル１階

2779100243
社会福祉法人なみはや福
祉会

東三国デイサービスセン
ターなみはや

大阪府大阪市淀川区東三国二
丁目１２番１６号

2779100250
社会福祉法人キリスト教
ミード社会舘

ミード居宅介護支援事業所
大阪府大阪市淀川区十三元今
里一丁目１番５２号

2779100276
特定非営利活動法人アイ
ビー

指定居宅介護支援事業所ア
イビー

大阪府大阪市淀川区塚本二丁
目２９番２号

2779100318
社会福祉法人関西中央福
祉会

淀川暖気の苑居宅介護支援
事業所

大阪府大阪市淀川区木川西四
丁目５番４０号

2779100482 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター東三国
大阪府大阪市淀川区宮原五丁
目８番３８号３階

2779100532
有限会社アタラシコーポ
レーション

ケアセンターエヴァ大淀
大阪府大阪市淀川区十三東一
丁目１４番４号やまびこハイ
ツＰＡＲＴ２　１０２号

2779100573 株式会社ケア２１ ケア２１淀川
大阪府大阪市淀川区新北野三
丁目９番１０号エコービル１
階

2779100698
特定非営利活動法人フォ
スターフレンド大阪

特定非営利活動法人フォス
ターフレンド大阪

大阪府大阪市淀川区西中島五
丁目７番２５号チサンマン
ション新大阪十番館２０２号

2779100920
有限会社ウィルケアサ
ポート

ウィルケアプランセンター
大阪府大阪市淀川区西宮原一
丁目７番５０ー８０５号

2779100938
社会福祉法人キリスト教
ミード社会舘

ミード宮原居宅介護支援事
業所

大阪府大阪市淀川区西宮原一
丁目６番４５号

2779100979 社会福祉法人平成福祉会
居宅介護支援事業所陽だま
りの苑

大阪府大阪市淀川区新高四丁
目１５番２５号

2779101019
カーム・スマイル株式会
社

介護サポートスマイル
大阪府大阪市淀川区西宮原一
丁目８番４１号新大阪南愛ビ
ル２０５号

2779101068 有限会社あじさい あじさい淀川ケアセンター
大阪府大阪市淀川区十三東三
丁目５番１２号１０２号室

2779101084 アースサポート株式会社 アースサポート大阪淀川
大阪府大阪市淀川区十三東一
丁目１７番２１号

2779101092
株式会社ユー・ユー・
ユー

湯遊庵ケアプランセンター
大阪府大阪市淀川区木川東四
丁目９番２７新大阪第一ハイ
ツビル１０４

2779101183 株式会社ヒロエ 株式会社ヒロエ
大阪府大阪市淀川区十三東二
丁目８番２ー１００５号

2779101209 社会福祉法人妙光会
介護ステーションコモンズ
三国

大阪府大阪市淀川区三国本町
二丁目１番３７号シャンボー
ル第２新大阪４０１

2779101233
特定非営利活動法人訪問
介護ほぐち

居宅介護支援事業所ほぐち
大阪府大阪市淀川区新高一丁
目１５番３４号ファミール北
大阪マークス２０７号

2779101308 有限会社ゆめ本舗 ゆめ本舗
大阪府大阪市淀川区三津屋南
二丁目８番９号

2779101332 有限会社おりづる
おりづるケアプランセン
ター

大阪府大阪市淀川区東三国六
丁目１２番１１号シティライ
フ８　１Ｆ１０３号

2779101464 有限会社末富 介護センターラベンダー
大阪府大阪市淀川区東三国一
丁目２１ー７

2779101514 合資会社そよかぜ そよかぜ介護サービス
大阪府大阪市淀川区野中北二
丁目４番８号

2779101654 有限会社尚老苑 慈愛ケアプランセンター
大阪府大阪市淀川区木川東三
丁目６番１５号山崎ビル３階

2779101720 有限会社キーエンス
キーエンスケアプランセン
ター

大阪府大阪市淀川区十三東三
丁目７番４号第一マンション
アサヒ１０６号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 淀川区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2779101852 株式会社メデカジャパン
新大阪ケアコミュニティそ
よ風居宅介護支援事業所

大阪府大阪市淀川区西宮原三
丁目２番２２号

2779101902
株式会社マットケアプラ
ンサポート

マットケアプランサポート
大阪府大阪市淀川区塚本五丁
目５番２１号ホープパレス新
塚本４０１

2779101936 タカオカ株式会社 ケアプランセンター高岡
大阪府大阪市淀川区西宮原三
丁目３番ファミールハイツ北
大阪３号棟１０６

2779102041 株式会社はーと・りーふ
ケアプランセンターはーと
りーふ

大阪府大阪市淀川区東三国六
丁目２５番２号

2779102116 医療法人秀壮会 秀壮会ケアセンター
大阪府大阪市淀川区塚本二丁
目１８番１４号

2779102165 有限会社近畿サービス ききょうケアプラン
大阪府大阪市淀川区東三国二
丁目１０番アーベイン東三国
第４号棟第１１４号室

2779102207
株式会社にこにこ生活研
究所

にこにこ生活研究所ケアプ
ランセンター

大阪府大阪市淀川区三国本町
三丁目１６番３号

2779102280 有限会社リーベ稲穂
居宅介護支援事業所リーベ
プログラム

大阪府大阪市淀川区十三本町
一丁目２１番１１号

2779102306
有限会社ヤマダケアサ
ポート

ヤマダケアセンター塚本
大阪府大阪市淀川区塚本四丁
目３番９号パールビル塚本２
０２号

2779102314 有限会社優雅社 ケアセンターゆうが社淀川
大阪府大阪市淀川区西中島4-
6-30チサンマンション第5新
大阪508号

2779102389 ウェルフェア株式会社
ゆりかもめケアプランセン
ター

大阪府大阪市淀川区木川東四
丁目５番３４号ゆたかコーポ
６階６０２号室

2779102405 株式会社双粒 ベルケアサポート
大阪府大阪市淀川区木川東一
丁目１０番２３号

2779102454 有限会社ケア近畿
ケアプランセンターケアキ
ンキ

大阪府大阪市淀川区田川北二
丁目１番４号

2779102462
株式会社ライフアップ・
グリーン

ライフアップグリーン
大阪府大阪市淀川区十三本町
２－１－３ＥＭ十三ビル５階

2779102470 有限会社南天 ひふみケアプランセンター
大阪府大阪市淀川区西三国三
丁目２６番１０号

2779102652 株式会社ポム パランセ
大阪府大阪市淀川区塚本二丁
目３番２０号ﾀﾞｲｹﾝﾋﾞﾙ４階

2779102728
株式会社ラヴェリオリン
クスタッフ

ケアプランセンターはぐみ
大阪府大阪市淀川区西中島6-
1-1新大阪ﾌﾟﾗｲﾑﾀﾜｰ10Ｆ

2779102769 株式会社かなめ 香奈ケアプランセンター
大阪府大阪市淀川区加島一丁
目４９番４号

2779102850 株式会社ラクサス
うれしいえがおケアプラン
センター

大阪府大阪市淀川区新北野3-
1-18南端

2779102900
株式会社ミヒロＬ．Ｃ．
Ｐ

ケアプランセンターじゅて
大阪府大阪市淀川区田川喜多
1-11-21

2779102918 浅井ビル株式会社 居宅介護支援事業所浅井
大阪府大阪市淀川区西中島6-
1-1新大阪ﾌﾟﾗｲﾑﾀﾜｰ10F

2779102983 株式会社月光園 ケアプランセンター月光園
大阪府大阪市淀川区西宮原3-
2-21ｺｽﾓｽ東三国301

2779102991 ル・トレフル合同会社
ミールズケアプランセン
ター

大阪府大阪市淀川区東三国1-
20-2十信前ミールズ612

2779103064
合同会社ライフケアサ
ポート吉田

合同会社ライフケアサポー
ト吉田

大阪府大阪市淀川区木川東3-
5-15WHO'S WHO.AP901

2779103148 株式会社かなめ
ケアプランセンターゆい
まーる

大阪府大阪市淀川区加島1-
49-4

2779103205 合同会社えん えんケアプランセンター
大阪府大阪市淀川区西中島6-
2-3-920

2779103262 株式会社優鍼会
秦鍼灸治療院ケアプランセ
ンター

大阪府大阪市淀川区宮原5-3-
55カーサ東三国

2779103270
金柑介護サービス株式会
社

きん柑ケアプランセンター
大阪府大阪市淀川区宮原1-
19-23-213

2779103338 株式会社瑞 ステーション・みずき
大阪府大阪市淀川区塚本2-
15-16-202

2779103353 株式会社中尾企画
居宅介護支援ケアパラソル
淀川

大阪府大阪市淀川区十八条1-
9-27

2779103437 株式会社ケアライン椿 ケアライン椿
大阪府大阪市淀川区木川東2-
4-10-706

2779103486 株式会社ＡＢＣサービス
ケアプランセンターカー
ネーション

大阪府大阪市淀川区十三本町
3-6-27



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 東淀川区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2713006241 医療法人中城クリニック 医療法人中城クリニック
大阪府大阪市東淀川区西淡路
四丁目２５番７０号

2773000027 社会福祉法人水仙福祉会 水仙の家
大阪府大阪市東淀川区小松一
丁目１２番１０号

2773000035
社会福祉法人大阪市東淀
川区社会福祉協議会

東淀川区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市東淀川区菅原四
丁目４番３７号

2773000043 社会福祉法人優光福祉会 さわやか介護支援センター
大阪府大阪市東淀川区東中島
二丁目１４番１号

2773000068
よどがわ保健生活協同組
合

よどがわ保健生活協同組合
介護相談センター

大阪府大阪市東淀川区西淡路
五丁目１１番１１号

2773000084
社会福祉法人井高野福祉
会

井高野園居宅介護支援セン
ター

大阪府大阪市東淀川区井高野
三丁目１番５８号

2773000092
社会福祉法人ノーマライ
ゼーション協会

淡路地域在宅サービスス
テーションひざし

大阪府大阪市東淀川区西淡路
二丁目３番２２号

2773000100 社会福祉法人至心会 ビハーラこのみ園
大阪府大阪市東淀川区菅原七
丁目１５番１４号

2773000126
社会福祉法人ともしび福
祉会

飛鳥ともしび苑
大阪府大阪市東淀川区東中島
三丁目１４番２４号

2773000225
特定非営利活動法人アイ
ビー

指定居宅介護支援事業所ア
イビー井高野

大阪府大阪市東淀川区井高野
一丁目２８番８４号

2773000373 株式会社ツクイ 総合福祉ツクイ大阪
大阪府大阪市東淀川区菅原二
丁目１３番１６号

2773000399
社団法人大阪市東淀川区
医師会

大阪市東淀川区医師会立ケ
アセンター

大阪府大阪市東淀川区菅原四
丁目４番３７号大阪市東淀川
区在宅サービスセンター「ほ
ほえみ」内

2773000431 株式会社ケア２１ ケア２１東淀川
大阪府大阪市東淀川区下新庄
四丁目２１番生島リバーサイ
ドマンションＣ－１０１号

2773000456 株式会社コスモサプライ 株式会社　コスモサプライ
大阪府大阪市東淀川区北江口
四丁目２１番２１号

2773000514
株式会社明治介護ステー
ション

中谷整骨院ケアプランサー
ビス

大阪府大阪市東淀川区井高野
三丁目３番４１号マンション
ひのうえ３０３号

2773000548
有限会社ヘルパーステー
ションルートサン

有限会社ヘルパーステー
ションルートサン

大阪府大阪市東淀川区豊里六
丁目１１番２号第２あかつき
マンション１０１号

2773000589 社会福祉法人大桐福祉会 おおぎり
大阪府大阪市東淀川区大桐一
丁目１番１２号

2773000902 北淀商事株式会社 介護サービスきたよど
大阪府大阪市東淀川区豊里四
丁目１３番３号

2773000910 有限会社ケア悠明 ケア悠明
大阪府大阪市東淀川区大道南
三丁目１１番３０号

2773000944 株式会社テンツーイヤー 株式会社テンツーイヤー
大阪府大阪市東淀川区西淡路
一丁目１１番３９号ハウス
コーラル１Ｆ

2773000951 株式会社月桂舎
月桂舎ケアプランセンター
東淀川

大阪府大阪市東淀川区淡路四
丁目１０番１５号中野マン
ション１階

2773001017 有限会社優雅社 ケアセンターゆうが社
大阪府大阪市東淀川区瑞光三
丁目１番３号ハイツグロリア

2773001090
有限会社トータルケアー
クリエイト

ヘルパーステーションクリ
エイト

大阪府大阪市東淀川区小松三
丁目１１番５号

2773001181 有限会社アイセン
赤とんぼ居宅介護支援事業
所豊新

大阪府大阪市東淀川区豊新五
丁目１２番３６号古川ハイツ
１０３号

2773001207 医療法人至心会
医療法人至心会きたケアプ
ランセンター

大阪府大阪市東淀川区豊新五
丁目１８番２１号

2773001298
株式会社ジェイアンド
エー

介護サービスステーショ
ン・エム

大阪府大阪市東淀川区豊新五
丁目１８番１６号グランク
リュ１０１号

2773001322 有限会社しばたケア 柴田介護サービスセンター
大阪府大阪市東淀川区淡路一
丁目１９番３号

2773001348
三栄総合コントラクト株
式会社

さわやかケアプランセン
ター

大阪府大阪市東淀川区東中島
二丁目１９番７号

2773001389 有限会社ちとせ ちとせケアプランセンター
大阪府大阪市東淀川区菅原七
丁目５番２３号ローレルハイ
ツ２０２号

2773001405 有限会社オリエントケア
オリエントケアプランセン
ター

大阪府大阪市東淀川区北江口
四丁目１番９号グランドソ
レーユ２０２号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 東淀川区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2773001470
特定非営利活動法人江口
の里

介護支援センターほのぼの
苑

大阪府大阪市東淀川区小松五
丁目６番５号

2773001629 医療法人正志会
しょうほうケアプランセン
ター大道南

大阪府大阪市東淀川区大道南
三丁目１５番１０号

2773001660 株式会社フェリーチェ
スマイルケアプランセン
ター

大阪府大阪市東淀川区菅原六
丁目１４番地の１４楽水荘１
０１号室

2773001710 株式会社幸聖
株式会社幸聖介護サービス
あおぞら

大阪府大阪市東淀川区豊里七
丁目１９番４号サンライズ御
瑞宝Ⅰ　２０１号室

2773001793
セントケア西日本株式会
社

セントケア大阪
大阪府大阪市東淀川区東淡路
四丁目３番９号リセスビル４
階

2773001942 株式会社フジ 訪問介護センターフジ
大阪府大阪市東淀川区東淡路
四丁目６番８号

2773002031 有限会社セイアイスター
ケアプランセンターセイア
イスター

大阪府大阪市東淀川区淡路五
丁目２番８号

2773002080 株式会社ホロニクス ケアプランセンター東淀川
大阪府大阪市東淀川区菅原六
丁目１番８号ジュネス石川１
階

2773002114 株式会社まごころケア まごころケア東淀川
大阪府大阪市東淀川区豊新五
丁目４番２８号

2773002122 株式会社遊び庭 あしびなケアサービス
大阪府大阪市東淀川区井高野
二丁目９番２－１０３号

2773002130
株式会社エンゼルハート
ステーション

エンゼルハートステーショ
ン

大阪府大阪市東淀川区菅原二
丁目１１－２２

2773002155 合同会社コクーン ひまわりケアセンター
大阪府大阪市東淀川区豊新一
丁目１番１１号ビルディング
Ｖ３０１号

2773002197 株式会社メッセージ
メッセージケアプランセン
ター淡路

大阪府大阪市東淀川区淡路三
丁目２０番２６号

2773002221
よどがわ保健生活協同組
合

よどがわ保健生協豊新ケア
プランセンター

大阪府大阪市東淀川区豊新一
丁目３番１４号玉川ビル２０
１号

2773002254 株式会社Ｋ＆Ｋ まごころケアスマイル
大阪府大阪市東淀川区北江口
四丁目１２番１１号近藤ビル
２階

2773002270 株式会社ほのぼの 介護サービスほのぼの
大阪府大阪市東淀川区下新庄
四丁目２１番Ｂ－２０１号

2773002288 株式会社アイソニック
アイ・ケアふるケアプラン
センター

大阪府大阪市東淀川区東中島
四丁目２番５号新大阪野元ビ
ル１０３号

2773002320
有限会社はせがわ介護
サービス

ケアプランセンターあゆみ
大阪府大阪市東淀川区下新庄
五丁目１０番１４号

2773002387 株式会社中尾企画 居宅介護支援ケアパラソル
大阪府大阪市東淀川区西淡路
一丁目１番９号ビジネス新大
阪４３０号室

2773002395
有限会社関西ユアライフ
サポート

彩ケアプランセンター
大阪府大阪市東淀川区大桐四
丁目５番４８号

2773002510 有限会社言葉 ことはケアプランセンター
大阪府大阪市東淀川区下新庄
六丁目１５番２－１０２号

2773002593 医療法人聖心会
ヒーリングネットケアプラ
ンセンター

大阪府大阪市東淀川区豊新五
丁目１７－６

2773002700 有限会社ＯＡＳＩＳ
オアシスケアプランセン
ター

大阪府大阪市東淀川小松4-1-
9コラール小松101

2773002718 有限会社ＡＸＩＳ ケアプランセンターみどり
大阪府大阪市東淀川区相川1-
7-17エルディ相川３Ｆ

2773002783 株式会社大幸メディカル
まごころステーションすく
らむ

大阪府大阪市東淀川区小松4-
9-28ジュメリー小松１Ｆ

2773002791 有限会社ハミングバード
ケアプランセンターくるみ
の木

大阪府大阪市東淀川区瑞光4-
12-32

2773002817 株式会社ミクシィ
けあぷらんせんたーテン
ダー

大阪府大阪市東淀川区豊新1-
20-21

2773003013 株式会社Ｔｏｎｄｏ くれない東淀ケアセンター
大阪府大阪市東淀川区淡路3-
3-13-201

2773003088 株式会社なごみ なごみプラン
大阪府大阪市東淀川区大桐1-
16-11和光ﾊｲﾂ201

2773003203 北野株式会社 北野介護支援こもも
大阪府大阪市東淀川区淡路4-
5-4



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 東成区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2771500010
社会福祉法人大阪市東成
区社会福祉協議会

東成区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市東成区大今里南
三丁目１１番２号

2771500036
生活協同組合ヘルスコー
プおおさか

いまざとコープケアプラン
センター

大阪府大阪市東成区中本五丁
目１６番８号

2771500044 社会福祉法人山水学園
サンローズオオサカ居宅介
護支援事業所

大阪府大阪市東成区神路一丁
目１０番３号

2771500085 医療法人福田診療所
医療法人福田診療所ケアプ
ランセンター

大阪府大阪市東成区東中本一
丁目４番１７号

2771500150 入浴サービス株式会社
入浴サービス株式会社居宅
介護支援事業所

大阪府大阪市東成区東今里三
丁目１番１０号

2771500234 アースサポート株式会社 アースサポート大阪
大阪府大阪市東成区大今里西
二丁目５番１２号

2771500242
株式会社トーヨーケアセ
ンター大阪

株式会社トーヨーケアセン
ター

大阪府大阪市東成区玉津二丁
目３番３１号

2771500424 有限会社まごころ 有限会社まごころ
大阪府大阪市東成区大今里南
一丁目９番５号

2771500440 社会福祉法人萌健会 深江南介護支援センター
大阪府大阪市東成区深江南三
丁目１４番６号

2771500465
株式会社ケアサポートう
えだ

ケアサポートうえだ
大阪府大阪市東成区深江南二
丁目２番７号

2771500481 有限会社望 ケアプランセンター望
大阪府大阪市東成区大今里南
一丁目１４番１１号

2771500663 社会医療法人大道会
社会医療法人大道会ケアプ
ランセンター東成おおみち

大阪府大阪市東成区東今里三
丁目１１番２５号

2771500689 医療法人隆福会
医療法人隆福会ＵＲプラン
ふくかわ

大阪府大阪市東成区東小橋三
丁目１７番７号

2771500838
社会福祉法人森の宮福祉
会

ケアプランセンターハミン
グベル緑橋

大阪府大阪市東成区中本一丁
目１１番１号

2771500879 有限会社あけぼの
ケアプランセンターあけぼ
の

大阪府大阪市東成区中本一丁
目１１番１９号ネオ緑橋ハイ
ツ３０１号

2771501000 有限会社ケア１１０ ケア１１０
大阪府大阪市東成区中本四丁
目２番９号グリーンビル２階

2771501042 社会福祉法人慶生会
瑞光苑大今里ケアプランセ
ンター

大阪府大阪市東成区大今里南
一丁目３番１号大今里リハビ
リテーションセンター２階

2771501091 医療法人浩治会
医療法人浩治会大今里ケア
プランセンター

大阪府大阪市東成区大今里西
二丁目１７番１６号

2771501224
特定非営利活動法人みん
なの手

ケアプランセンターまんま
大阪府大阪市東成区玉津二丁
目１８番３０号

2771501281 有限会社志宝 しほうケアプランセンター
大阪府大阪市東成区東中本二
丁目４番４号

2771501299 株式会社福祉の里
株式会社福祉の里東成ケア
マネジメントセンター

大阪府大阪市東成区東中本二
丁目５番２２号大川ハイツ１
階

2771501315 医療法人公道会病院
おとしよりすこやかケアプ
ランセンター東部館

大阪府大阪市東成区東中本二
丁目５番３１号

2771501349 創真株式会社 結いケアプランセンター
大阪府大阪市東成区東中本二
丁目１番２１号

2771501372 医療法人朋愛会
医療法人朋愛会ケアプラン
センターほうあい

大阪府大阪市東成区大今里一
丁目２６番４号カトレヤハイ
ツ２０７号

2771501463 株式会社こころ ケアサポートこころ
大阪府大阪市東成区中本五丁
目１０番１７号

2771501638 株式会社ケホ ケアプランセンターケホ
大阪府大阪市東成区中道二丁
目５番４号

2771501703 株式会社たまてばこ
ケアプランセンターたまて
ばこ

大阪府大阪市東成区玉津三丁
目８番６号ロイヤル丸文Ⅱ４
０６号

2771501711 合資会社ステージケア しんあいケアマネジメント
大阪府大阪市東成区大今里西
一丁目１番５号３階

2771501778
有限会社幸コーポレー
ション

健ちゃんケアプラン
大阪府大阪市東成区大今里南
四丁目２番１０号

2771501786
アット・ファームケア株
式会社

ゆんたくケアプランセン
ター玉津

大阪府大阪市東成区玉津二丁
目１７番２２号

2771501836
有限会社サランヘルパー
センター

クラウド
大阪府大阪市東成区東中本一
丁目１６番１３号ナカノビル
２０１

2771501893
株式会社あいおい介護
サービス

あいおいケアプランセン
ター

大阪府大阪市東成区東小橋一
丁目７番１７号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 東成区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2771501901
社会福祉法人森の宮福祉
会

ケアプランセンターハミン
グベル中道Ⅱ

大阪府大阪市東成区中道二丁
目７番１号

2771501943 株式会社よしよし
よしよし居宅介護支援事業
所

大阪府大阪市東成区玉津Ⅰ-
5-24-302

2771501992 医療法人公道会
居宅介護支援事業所　公道
会

大阪市東成区大今里南5-5-23

2771502099
株式会社よつ葉のクロー
バー

よつ葉のクローバーケアプ
ランセンター

大阪市東成区大今里南6-23-2

2771502149
株式会社セカンドステー
ジ

セカンドステージケアプラ
ンセンター

大阪府大阪市東成区神路4-
12-28サンロイヤルエノキ201
号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 生野区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2712204235 医療法人同友会 共和病院
大阪府大阪市生野区勝山南四
丁目１６番１０号

2752280020 医療法人同友会
老人保健施設ハーモニー共
和

大阪府大阪市生野区巽中一丁
目２０番１４号

2752280038 医療法人アエバ会 老人保健施設すこやか生野
大阪府大阪市生野区勝山北四
丁目１番８号

2772200024 医療法人呉診療所
医療法人呉診療所ケアプラ
ンセンター

大阪府大阪市生野区田島一丁
目１０番５号

2772200032
社会福祉法人大阪市生野
区社会福祉協議会

生野区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市生野区勝山北三
丁目１３番２０号

2772200057 医療法人共生会 小路ケアープランサービス
大阪府大阪市生野区小路二丁
目１４番５号

2772200099 社団法人生野区医師会
生野区医師会訪問看護ス
テーション居宅介護支援事
業所

大阪府大阪市生野区勝山北三
丁目１３番２０号生野区在宅
サービスセンター内

2772200107 医療法人育和会
育和会居宅介護支援セン
ターひまわり

大阪府大阪市生野区巽西二丁
目９番３１号

2772200156
有限会社アットホームケ
アサービス

有限会社アットホームケア
サービス

大阪府大阪市生野区中川四丁
目１１番１２号

2772200164 社会福祉法人久栄会
インパレスみのり苑居宅介
護支援事業所

大阪府大阪市生野区巽中三丁
目１４番３号

2772200172 社会福祉法人愛生会
あじさいの里居宅介護支援
事業所

大阪府大阪市生野区鶴橋２丁
目１５番３号

2772200271
社会福祉法人こころの家
族

ケアプランセンター故郷の
家・大阪

大阪府大阪市生野区中川二丁
目４番２６号

2772200289
社会福祉法人クローバー
会

サン・アクエリア居宅介護
支援事業所

大阪府大阪市生野区新今里四
丁目１１番１７号

2772200370
宗教法人三輪神道宏充教
本部

コスモスシルバーサービス
大阪府大阪市生野区新今里三
丁目２番１９号

2772200404
有限会社生野介護サービ
ス

生野介護サービス
大阪府大阪市生野区勝山北三
丁目８番２３号

2772200669 株式会社晃進 ケアプランセンター晃進
大阪府大阪市生野区中川西二
丁目４番１２号

2772200693 社会福祉法人三秀會 ケアプランセンター甍
大阪府大阪市生野区巽南三丁
目７番３１号

2772200735 有限会社アシスト アシストケアサービス
大阪府大阪市生野区勝山北三
丁目１５番１３号

2772200800
有限会社御幸森キム訪問
介護センター

御幸森キム居宅介護支援事
業所

大阪府大阪市生野区桃谷五丁
目６番４０号

2772200834 有限会社ホライズン
ケアプランセンターぐみの
木

大阪府大阪市生野区巽中三丁
目５番２号

2772200842 社会福祉法人基弘会
在宅介護支援センター夢の
箱

大阪府大阪市生野区生野東二
丁目５番８号

2772200859 有限会社ファストケア ファストケアサービス
大阪府大阪市生野区新今里一
丁目２０番２号

2772201014 有限会社河合 てるケアセンター
大阪府大阪市生野区桃谷二丁
目１０番２１号

2772201071 株式会社勇翔 ケアセンターたいよう
大阪府大阪市生野区新今里五
丁目７番１９号

2772201089
特定非営利活動法人生活
館

ＮＰＯ法人生活館居宅介護
支援事業所

大阪府大阪市生野区小路東六
丁目４番４号

2772201097
生活協同組合ヘルスコー
プおおさか

田島ケアプランセンターふ
れあい

大阪府大阪市生野区田島四丁
目４番１７号

2772201105 株式会社ニチイ学館
ニチイケアセンター大阪生
野

大阪府大阪市生野区林寺五丁
目９番１３号

2772201261 株式会社フジヤマ
株式会社フジヤマ介護事業
本部

大阪府大阪市生野区林寺三丁
目８番１０号

2772201329 医療法人敬仁会
医療法人敬仁会居宅介護支
援事業所

大阪府大阪市生野区巽南三丁
目１９番４２号ケア・ライフ
今里巽南ビル２階

2772201428 株式会社ハッピーベル スマイルケアひばり
大阪府大阪市生野区新今里二
丁目１１番２５号

2772201444 有限会社菜の花 菜の花ケアプランセンター
大阪府大阪市生野区勝山北二
丁目１１番２５号

2772201485 有限会社幸心ライフ 介護センターじゃすみん
大阪府大阪市生野区小路二丁
目８番１５号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 生野区 　）

介護保険
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申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2772201519 有限会社宝永住建 心楽
大阪府大阪市生野区巽中三丁
目１６番２号

2772201535 医療法人同仁会 パインケアセンター
大阪府大阪市生野区新今里七
丁目４番６号グランソシエ小
路Ⅱ１０１

2772201584
特定非営利活動法人在日
コリアン高齢者支援セン
ターサンボラム

ケアプランセンターサンボ
ラム

大阪府大阪市生野区桃谷五丁
目１１番１４号

2772201642
医療法人いわもと整形外
科

医療法人いわもと整形外科
ケアプランセンター

大阪府大阪市生野区勝山北五
丁目１番１２号

2772201659
株式会社関西ケアサービ
ス

関西ケアプランセンター
大阪府大阪市生野区巽南五丁
目１７番３６号

2772201675 有限会社壽康 南巽介護支援センター寿康
大阪府大阪市生野区巽東二丁
目１９番２６号吉永ビル２階

2772201766 社会福祉法人愛生会
あじさいの里ケアプランセ
ンター大池橋

大阪府大阪市生野区勝山南四
丁目１３番２号

2772201865 有限会社ウィズ ケアープランハウスつどい
大阪府大阪市生野区生野西四
丁目１０番１３号

2772201881
有限会社ベル・ケアサー
ビス

有限会社ベル・ケアサービ
ス

大阪府大阪市生野区田島一丁
目１０番２９号

2772201964 合資会社夏企画 ケアプランセンターまちや
大阪府大阪市生野区林寺三丁
目４番１７号

2772201972
有限会社さかいケアプラ
ンセンター

有限会社さかいケアプラン
センター

大阪府大阪市生野区勝山南４
丁目１１番２号

2772202152 株式会社クオリス クオリスケアセンター生野
大阪府大阪市生野区巽東二丁
目１９番３１号ＮＳＴビル３
０１号室

2772202160 有限会社サポートＣＲ ケアセンターサポートＣＲ
大阪府大阪市生野区巽東二丁
目２番８号

2772202236
有限会社ケアプランセン
ター北岡

有限会社ケアプランセン
ター北岡

大阪府大阪市生野区舎利寺一
丁目９番１８号

2772202301
有限会社湖北東洋医学美
健

こほくケアプランセンター
大阪府大阪市生野区中川二丁
目２番２２号

2772202335 社会福祉法人慶生会
瑞光苑小路ケアプランセン
ター

大阪府大阪市生野区小路三丁
目１７番１０号セレブ北巽

2772202384 泉南生活協同組合 オレンジコープ生野
大阪府大阪市生野区勝山北五
丁目１番２６号

2772202400 社会福祉法人基弘会
ケアプランセンター夢の箱
西生野ステーション

大阪府大阪市生野区生野西二
丁目３番８－２０１号

2772202491 株式会社アートケア アートケアセンター
大阪府大阪市生野区林寺六丁
目３番１５号

2772202525
有限会社はるのひケアセ
ンター

有限会社はるのひケアセン
ター居宅介護支援事業所

大阪府大阪市生野区勝山北一
丁目８番３号カーサ丸山２０
２号

2772202624 社会福祉法人浪速松楓会 寿幸苑居宅介護支援事業所
大阪府大阪市生野区林寺四丁
目１４番１２号ヴィーブル林
寺４０２号室

2772202632 エルケア株式会社
エルケア株式会社エルケア
生野ケアプランセンター

大阪府大阪市生野区林寺三丁
目１番２号

2772202855 社会福祉法人久栄会
北巽みのり苑居宅介護支援
事業所

大阪府大阪市生野区巽中二丁
目１８番２号

2772202905 社会福祉法人弘仁会
やすらぎ苑ケアプランセン
ター

大阪府大阪市生野区田島三丁
目６番１３号

2772202962 有限会社三起 ケアプランセンター弘喜
大阪府大阪市生野区巽西三丁
目１６番１０号

2772203002 株式会社丸和
ケアプランセンターねこの
て

大阪府大阪市生野区巽中四丁
目１０番４号

2772203051 合同会社ファースト ファーストライフ
大阪府大阪市生野区林寺四丁
目１２番２３号

2772203085
特定非営利活動法人地域
医療保健福祉支援活動い
のちのネットワーク

居宅介護支援事業所いのち
のネットワーク

大阪府大阪市生野区林寺五丁
目８番３号２階

2772203101
特定非営利活動法人いく
の市民活動支援センター

介護よろず相談所つなぐ
大阪府大阪市生野区小路東一
丁目１６番２７号

2772203218 社会福祉法人慶生会
瑞光苑巽東ケアプランセン
ター

大阪府大阪市生野区巽東二丁
目１８番１号柳原ビル北棟２
階

2772203259 合同会社サンスマイル
サンスマイル・ケアサービ
ス

大阪府大阪市生野区田島五丁
目２３番２８号

2772203267 株式会社あおぞらホーム
あおぞらホームケアプラン
センター

大阪府大阪市生野区小路一丁
目２３番７号
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2772203358 アデランテ株式会社
あでらんて二条通りケアプ
ランセンター

大阪府大阪市生野区田島一丁
目６番１４号

2772203382 株式会社であい であいケアプラン
大阪府大阪市生野区巽北二丁
目２２番９号

2772203390 株式会社Ｃｌｅｐａ ケアプラン作成クレパ
大阪府大阪市生野区生野東四
丁目４番２３号

2772203572 株式会社伽羅 ケアプランセンターきゃら
大阪府大阪市生野区鶴橋一丁
目１番４１号

2772203614 社会福祉法人慶生会
瑞光苑舎利寺ケアプランセ
ンター

大阪府大阪市生野区舎利寺三
丁目１０番１２号延寿ビル２
０５号

2772203622 医療法人アエバ会 アエバケアプランセンター
大阪府大阪市生野区勝山南四
丁目１６番４３号１階

2772203648 有限会社マウムデロ
かいごしえんセンターマウ
ムデロ

大阪府大阪市生野区桃谷四丁
目１５番９号三幸バザール１
１２号

2772203713
有限会社ＡＩ訪問介護ス
テーション

ケアプランセンターＡⅠ
大阪府大阪市生野区田島2-4-
20

2772203804 社会福祉法人聖綾福祉会
ケアプランセンターせい
りょう巽北

大阪府大阪市生野区巽北3-4-
13

2772203986 合同会社あたらし
あたらしケアプランセン
ター

大阪府大阪市生野区巽中3-
16-18

2772204042 株式会社ツインズ
ツインズケアプランセン
ター

大阪府大阪市生野区中川東1-
1-12ﾍﾞﾙｴｰﾙ中川東101

2772204125 有限会社ジェイエス ケアプランセンターＪＳ
大阪府大阪市生野区生野西3-
13-10

2772204141 株式会社みかん 介護サービスみかん
大阪府大阪市生野区小路東5-
3-20

2772204174
有限会社タイセイサポー
ト

ケアプランタイセイサポー
ト

大阪府大阪市生野区巽西2-
15-2
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2763190044
社団法人大阪市旭区医師
会

旭区医師会訪問看護ステー
ション

大阪府大阪市旭区高殿六丁目
１６番１号旭区在宅センター
内

2773100017
社会福祉法人大阪市旭区
社会福祉協議会

旭区在宅サービスセンター
大阪府大阪市旭区高殿六丁目
１６番１号

2773100025 医療法人清翠会 牧けあぷらん清水
大阪府大阪市旭区清水四丁目
２番２２号

2773100041 医療法人清水会
医療法人清水会介護老人保
健施設おひさま園居宅介護
支援センター

大阪府大阪市旭区清水二丁目
１番２１号医療法人清水会介
護老人保健施設おひさま園内

2773100066 社会福祉法人邦寿会
高殿苑ホームケアサービス
センター

大阪府大阪市旭区高殿二丁目
１１番２６号

2773100108 社会福祉法人リベルタ
老人デイサービスセンター
翠

大阪府大阪市旭区生江三丁目
２７番６号

2773100140 株式会社ウィズ
株式会社ウィズショールー
ム

大阪府大阪市旭区森小路二丁
目２番１３号

2773100223 社会福祉法人ほしの会
ライフライト居宅介護支援
事業所

大阪府大阪市旭区赤川二丁目
１番１４号ロゼオグランデ５
０５

2773100231 株式会社テクノトライ
ケアプランセンターすずら
ん

大阪府大阪市旭区中宮四丁目
９番７号ジュネス城北２０１
号

2773100348 社会福祉法人旭長寿の森
ケアプランセンターあいあ
い

大阪府大阪市旭区赤川一丁目
６番１２号

2773100363 株式会社シオツ ケアプランえがお
大阪府大阪市旭区中宮四丁目
６番２０号

2773100413 有限会社アゼモト 介護センターゆとり
大阪府大阪市旭区大宮四丁目
２０番２９号

2773100447 有限会社マルコ薬局 マルコ薬局ケア
大阪府大阪市旭区大宮二丁目
２６番６号

2773100470 社会福祉法人柏清会 今市居宅介護支援事業所
大阪府大阪市旭区今市一丁目
２番２号

2773100504 医療法人鴻尚会
医療法人鴻尚会ケアプラン
センター「ファーム」

大阪府大阪市旭区新森五丁目
３番１７号

2773100546 医療法人松仁会（社団）
めいとくケアプランセン
ター

大阪府大阪市旭区生江一丁目
３番２６号

2773100579 有限会社ケイアイエム
居宅介護支援事業所ケイア
イエム

大阪府大阪市旭区生江三丁目
２１番２５号

2773100645 株式会社アワヤ アサヒ指定介護支援事業所
大阪府大阪市旭区森小路二丁
目６番８号

2773100785 有限会社アルサ会
居宅介護支援センターアル
サ会

大阪府大阪市旭区清水二丁目
９番１５号

2773100884
特定非営利活動法人フェ
リスモンテ

おたっしゃケアープラン
大阪府大阪市旭区中宮四丁目
１１番３０号

2773100991 社会福祉法人清水福祉会
旭さくら苑居宅介護支援セ
ンター

大阪府大阪市旭区清水三丁目
１５番２３号

2773101064 株式会社ケア２１ ケア２１あさひ
大阪府大阪市旭区高殿六丁目
９番２３号

2773101080
有限会社ポニー介護サー
ビス

ポニーケアプランセンター
大阪府大阪市旭区赤川二丁目
５番６号ロウピイアイル３０
２号

2773101106 有限会社オオモリ
マイトリーケアプランセン
ター

大阪府大阪市旭区赤川三丁目
１０番１０号

2773101114 有限会社恵 ケアセンターきりん
大阪府大阪市旭区高殿三丁目
２７番１７号

2773101205
株式会社日本エルダリー
ケアサービス

さくらそう旭
大阪府大阪市旭区今市二丁目
２０番３号メサ太子橋１階

2773101221
有限会社長谷川コーポ
レーション

ムーブケアプランセンター
大阪府大阪市旭区大宮３丁目
８－１２

2773101312
生活協同組合ヘルスコー
プおおさか

あかしんケアプランセン
ター

大阪府大阪市旭区赤川一丁目
１０番２７号

2773101403 株式会社福宝 ケアプランセンター福宝
大阪府大阪市旭区大宮二丁目
２番１３号

2773101411
株式会社ＯＦＦＩＣＥ
ＫＩＤＡ

森小路ケアセンター
大阪府大阪市旭区森小路二丁
目３番２３号

2773101494 医療法人清翠会
おとしよりすこやかケアプ
ランセンター北部館

大阪府大阪市旭区高殿六丁目
１４番４１号

2773101577 青野株式会社 居宅介護支援事業所ひなた
大阪府大阪市旭区森小路一丁
目９番１６号

2773101601
有限会社髙橋介護支援セ
ンター

有限会社髙橋介護支援セン
ター

大阪府大阪市旭区清水二丁目
４番２号
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2773101668 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター中宮
大阪府大阪市旭区中宮一丁目
１２番２１号

2773101684 株式会社バーニーズ
バーニーズ・ケアプランセ
ンター

大阪府大阪市旭区太子橋一丁
目１７番８号

2773101734 株式会社アビ 在宅支援１１０番 大阪府大阪市旭区千林1-5-8

2773101767 株式会社空 そらケアプランセンター
大阪府大阪市旭区清水四丁目
９番３３号

2773101809 なにわ保健生活協同組合
コープあみぃーゆケアプラ
ンセンター

大阪府大阪市旭区森小路一丁
目８番６号メゾングリーン森
小路１階

2773101841 株式会社一寸法師 ケアプラン一寸法師
大阪府大阪市旭区生江二丁目
４番２号

2773102039 株式会社笑和 笑和ケアプランセンター 大阪府大阪市森小路1-11-8

2773102047 合同会社愛 ケアサポート愛
大阪府大阪市旭区中宮3-14-
31



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 城東区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2714404023 医療法人仁翔会 医療法人仁翔会松矢医院
大阪府大阪市城東区成育四丁
目６番１３号

2774400028 医療法人社団有隣会
アイユウ東大阪病院・居宅
介護支援事業所

大阪府大阪市城東区中央一丁
目７番３１号

2774400036
社会福祉法人大阪市城東
区社会福祉協議会

城東区在宅サービスセン
ター「ゆうゆう」

大阪府大阪市城東区中央二丁
目１１番１６号

2774400044 医療法人池岡診療所
居宅介護支援事業所・池岡
ケアプランセンター

大阪府大阪市城東区関目二丁
目２番８号

2774400051
生活協同組合ヘルスコー
プおおさか

コープケアプランセンター
なかはま

大阪府大阪市城東区東中浜九
丁目４番８号

2774400085
生活協同組合ヘルスコー
プおおさか

コープケアプランセンター
城東

大阪府大阪市城東区蒲生三丁
目１５番１２号

2774400143 社会福祉法人玉美福祉会 介護支援センター和光
大阪府大阪市城東区成育五丁
目２２番１６号

2774400150
社会福祉法人大阪福祉事
業財団

城東老人ホーム居宅介護支
援センター

大阪府大阪市城東区古市一丁
目２０番１７号

2774400168
社団法人大阪市城東区医
師会

城東区医師会居宅介護支援
事業所

大阪府大阪市城東区中央二丁
目１１番１６号城東区在宅
サービスセンター内

2774400184
社会福祉法人恩賜財団済
生会支部大阪府済生会

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部大阪府済生会居宅介
護支援事業野江居宅介護支
援事業所

大阪府大阪市城東区今福東三
丁目７番２９号

2774400192
社会福祉法人恩賜財団済
生会支部大阪府済生会

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部大阪府済生会野江特
別養護老人ホーム城東園

大阪府大阪市城東区今福東二
丁目２番２５号

2774400374 株式会社福祉の里
株式会社福祉の里大阪営業
所

大阪府大阪市城東区野江一丁
目３番１９号荘司ビル

2774400499 社会福祉法人松輪会
しぎの黄金の里ケアプラン
センター

大阪府大阪市城東区鴫野東二
丁目２６番１２号

2774400523 社会福祉法人至善会 諏訪荘居宅介護支援事業所
大阪府大阪市城東区諏訪四丁
目１２番２８号

2774400556 医療法人浩治会
医療法人浩治会大阪城ケア
プランセンター

大阪府大阪市城東区鴫野西二
丁目５番２４号

2774400572 有限会社小笠原 城東ケアサービス
大阪府大阪市城東区永田四丁
目１６番９号

2774400689 社会医療法人大道会
社会医療法人大道会ケアプ
ランセンター城東おおみち

大阪府大阪市城東区東中浜一
丁目２番１７号第２栄泉ビル
２０１号

2774400903
有限会社ファミリーケア
ゆり

ゆりケアプランセンター
大阪府大阪市城東区中央二丁
目１５番１２ー１１０号

2774400929 医療法人史隆会 幸成園ケアプランセンター
大阪府大阪市城東区今福西三
丁目１番１６号

2774401034 株式会社ソラスト
在宅ケアサービスソラスト
関目

大阪府大阪市城東区関目四丁
目１３番５号

2774401174 有限会社おおぞら
居宅介護支援事業所おおぞ
ら

大阪府大阪市城東区中央一丁
目６番２５号森元ビル１階

2774401224 有限会社健鍼会
アクア・ケアプランセン
ター

大阪府大阪市城東区中央二丁
目１４番コムズシティ野江Ｄ
タワー２７０６号室

2774401240
合資会社ケアサービスや
まさん

介護ステーションほっこり 大阪市城東区諏訪3-1-20-202

2774401307 株式会社愛さんさん 株式会社愛さんさん
大阪府大阪市城東区今福西四
丁目６番２８号Ｈ．Ｙ．城東
ビル３階

2774401331 医療法人健成会
医療法人健成会あけぼのく
らぶケアプランセンター

大阪府大阪市城東区今福東二
丁目１５番２４号

2774401422
有限会社しらゆりケアプ
ランセンター

しらゆりケアプランセン
ター

大阪府大阪市城東区東中浜三
丁目６番１０号

2774401505
社会福祉法人そうそうの
杜

地域生活支援センターあ・
うん

大阪府大阪市城東区鴫野東三
丁目１８番５号

2774401547 有限会社ホッと
ホッとケアマネージメント
センター

大阪府大阪市城東区中央三丁
目７番１８号１階１２１号

2774401786 株式会社ＫＡＭＩＮＯ 南風ケア
大阪府大阪市城東区諏訪4-5-
24

2774401794 株式会社ミーム 居宅介護支援事業所つむぎ
大阪府大阪市城東区野江三丁
目５番２号アストランティ
ア・キムラ１階

2774401885 エルケア株式会社
エルケア株式会社　エルケ
ア城東ケアプランセンター

大阪府大阪市城東区今福西五
丁目１番１０号ハピエストブ
ランチ１階



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 城東区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2774401901 あいむ株式会社 りぷるケアプランセンター
大阪府大阪市城東区古市一丁
目２２番６号

2774402065 株式会社望泉堂 ケアプランサービス青葉
大阪府大阪市城東区関目三丁
目１５番９号２階

2774402099
株式会社あかり介護サー
ビス

あかりケアプランセンター
大阪府大阪市城東区野江二丁
目３番５号エクセル山田１０
６号

2774402107 株式会社ＬＩＳＭ 大きな木
大阪府大阪市城東区関目五丁
目６番１２号三木ビル２０１
号

2774402123 株式会社Ｅ－ＳＴＹＬＥ つるかめ介護センター
大阪府大阪市城東区今福東二
丁目４番２６号

2774402131 株式会社ＨＣＭ
アミカ城東つるみ介護セン
ター

大阪府大阪市城東区今福東一
丁目８番２８号２Ｆ

2774402156 医療法人浩治会
医療法人浩治会ケアプラン
センターひだまり

大阪府大阪市城東区鴫野西四
丁目１０番１４号ショッピン
グフロアーステップ１階

2774402198 株式会社ケア２１ ケア２１じょうとう
大阪府大阪市城東区蒲生三丁
目１５番８ツインパレス２階

2774402206 株式会社ホロニクス
ケアプランセンター城東中
央

大阪府大阪市城東区鴫野西四
丁目１番１６号エスペラル城
東１階

2774402255 クローバー合同会社 クローバーの家
大阪府大阪市城東区今福西五
丁目４番１９号丸武ビル１階

2774402339 株式会社あさひケア ケアプランセンターあさひ
大阪府大阪市城東区今福東二
丁目７番２６号泰平ビル５０
８号

2774402347 さくら商事株式会社
ハナミズキ居宅介護支援事
業所

大阪府大阪市城東区東中浜一
丁目２番２３号

2774402404 有限会社宙心 きらら２
大阪府大阪市城東区東中浜五
丁目５番８号

2774402420
パナソニック電工エイジ
フリーサービス株式会社

パナソニックエイジフリー
関目ケアマネジメントセン
ター

大阪府大阪市城東区関目六丁
目６番２４号松屋レジデンス
関目１階

2774402479 まちだ株式会社 町田ケアプランセンター
大阪府大阪市城東区今福西二
丁目１１番１８号

2774402503 株式会社ＳＡＫＡＴＯＨ
ケアプランセンターさかと
う

大阪府大阪市城東区野江三丁
目２３番２１号

2774402560 合同会社一期一会 プランセンター絆
大阪府大阪市城東区鴫野西2-
2-8-217

2774402651 合同会社葉月 葉月ケアプランセンター
大阪府大阪市城東区野江3-4-
20

2774402792 合同会社心音 心音
大阪府大阪市城東区鴫野東2-
16-29-101

2774403006 株式会社一休 一休ケアプランセンター
大阪府大阪市城東区今福東2-
5-5



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 鶴見区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2719203529 医療法人正和会 医療法人正和会新協和病院
大阪府大阪市鶴見区今津南一
丁目５番８号

2769290020
社団法人大阪市鶴見区医
師会

鶴見区医師会浜訪問看護ス
テーション

大阪府大阪市鶴見区諸口五丁
目浜６番１２号鶴見区在宅
サービスセンター内３階

2779200019
社会福祉法人大阪市鶴見
区社会福祉協議会

鶴見区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市鶴見区諸口五丁
目浜６番１２号

2779200027 社会医療法人弘道会
鶴見居宅介護支援事業所ラ
ガール

大阪府大阪市鶴見区横堤四丁
目３番３０号

2779200043
生活協同組合ヘルスコー
プおおさか

まった生協診療所指定居宅
介護支援事業所

大阪府大阪市鶴見区横堤三丁
目６番７号

2779200050 医療法人駿真会
医療法人駿真会髙野医院ケ
アプランセンター

大阪府大阪市鶴見区横堤五丁
目３番２８号スペースｋａｗ
ａｔａビル２階

2779200076 社会福祉法人秀和福祉会 ケアプランセンター秀和会
大阪府大阪市鶴見区諸口六丁
目２番７号

2779200175 社会福祉法人恵友会
今津地域デイサービスセン
ターケアプラン事業部

大阪府大阪市鶴見区今津南一
丁目１番４号

2779200183
社会福祉法人たらちね事
業会

ファミリーケアプランセン
ター

大阪府大阪市鶴見区安田二丁
目１番２７号

2779200209 株式会社ゼスト
全労済グループ株式会社ゼ
スト鶴見事務所

大阪府大阪市鶴見区横堤五丁
目１番１８号

2779200241 社会福祉法人晋栄福祉会
茨田大宮ちどりケアマネジ
メント

大阪府大阪市鶴見区茨田大宮
三丁目８番３３号

2779200522
有限会社介護事業セン
ター白馬

ケアプランセンター白馬
大阪府大阪市鶴見区安田二丁
目６番２７号

2779200639
パナソニック電工エイジ
フリーサービス株式会社

パナソニックエイジフリー
つるみケアマネジメントセ
ンター

大阪府大阪市鶴見区浜二丁目
５番５号パークリッジ現代２
階

2779200779 有限会社丸二商事 茨田ケアマネジメント
大阪府大阪市鶴見区浜三丁目
１９番４０号

2779200803 社会医療法人盛和会
社会医療法人盛和会介護老
人保健施設鶴見せいわ園居
宅介護支援事業部

大阪府大阪市鶴見区鶴見一丁
目６番１１１号

2779200894
合同会社ケアセンターあ
かり

ＰＴケアセンターあかり
大阪府大阪市鶴見区横堤一丁
目１２番６号セジュールツル
ミ２０１号

2779200936 エルケア株式会社
エルケア株式会社エルケア
鶴見ケアプランセンター

大阪府大阪市鶴見区今津南一
丁目５番２４号今津マンショ
ン１０２号室

2779200944 医療法人髙友会
医療法人髙友会　リカバ
リー居宅介護支援事業所

大阪府大阪市鶴見区鶴見三丁
目６番３８号

2779200993 医療法人晃和会
医療法人晃和会ケアプラン
センター北田

大阪府大阪市鶴見区放出東二
丁目４番１号

2779201025 株式会社ニチイ学館
ニチイケアセンター鶴見今
津

大阪府大阪市鶴見区今津南一
丁目６番８号

2779201033
社会福祉法人日本ライト
ハウス

日本ライトハウス居宅支援
センターてくてく

大阪府大阪市鶴見区今津中二
丁目４番３７号

2779201132 社会医療法人盛和会
社会医療法人盛和会本田病
院ケアプランセンター

大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁
目１０番６号

2779201165 社会福祉法人和悦会 浜特養ケアプランセンター
大阪府大阪市鶴見区浜五丁目
６番１４号

2779201199 株式会社浜介護サービス ナカノケアプランサービス
大阪府大阪市鶴見区浜四丁目
５番１６号

2779201215
株式会社介護事業セン
ターいろり

ケアプランセンターいろり
大阪府大阪市鶴見区焼野二丁
目６番３号パインステーブル
１０２号

2779201231 有限会社ひまわり家族 ケアコンシェルジェ
大阪府大阪市鶴見区今津中四
丁目３－１２－１０２

2779201256 有限会社ハッピーライフ
ケアプランセンターハッ
ピーライフ

大阪府大阪市鶴見区放出東二
丁目８番５号

2779201413 合同会社順心 ケアプランセンター順心
大阪府大阪市鶴見区横堤1-6-
22第3渡部ビル103号

2779201447
パナソニックエイジフ
リーショップス株式会社

ケアプランセンター大阪鶴
見

大阪府大阪市鶴見区今津北3-
7-4

2779201538 株式会社ソラスト
居宅介護支援事業所ソラス
ト鶴見緑地

大阪府大阪市鶴見区浜2-2-62

2779201587 株式会社Ｔｏｎｄｏ
くれない城東つるみケアセ
ンター

大阪府大阪市鶴見区鶴見4-
12-14



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 阿倍野区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2772300014
社会福祉法人大阪市阿倍
野区社会福祉協議会

阿倍野区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市阿倍野区帝塚山
一丁目３番８号

2772300055 社会福祉法人育徳園
いくとくケア・プランセン
ター

大阪府大阪市阿倍野区天王寺
町北三丁目１８番１６号

2772300063 合名会社メディケア メディケア阿倍野
大阪府大阪市阿倍野区松虫通
一丁目１２番６号

2772300071 医療法人健友会
ケアプランサービス帝塚山
もも

大阪府大阪市阿倍野区阪南町
一丁目４７番１号松井ビル２
階

2772300097
社団法人大阪市阿倍野区
医師会

医師会立あべのケアセン
ター

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野
筋五丁目８番２６号

2772300139
社会福祉法人みおつくし
福祉会

社会福祉法人みおつくし福
祉会ふみのさと倶楽部

大阪府大阪市阿倍野区文の里
三丁目６番１０号

2772300154 社会福祉法人育徳園
ケア・プランセンターいく
とくⅡ

大阪府大阪市阿倍野区長池町
１８番２０号

2772300204 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター天王寺
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野
筋二丁目１番３７号東陽ビル
６階

2772300295 株式会社ハロー
居宅介護支援事業所ハロー
ホームヘルプサービス

大阪府大阪市阿倍野区文の里
一丁目８番２２号ラルーチェ
文の里１階

2772300303 株式会社住装
株式会社住装ライフケア
サービス

大阪府大阪市阿倍野区長池町
２１番１３号

2772300329
株式会社大阪ワークス
テーション

アユーラステーション阿倍
野

大阪府大阪市阿倍野区阪南町
一丁目５０番７号岡本ビル４
階

2772300345 社会福祉法人大阪平成会 ふれ愛丸山荘
大阪府大阪市阿倍野区丸山通
一丁目２番８号

2772300352
株式会社ジェイアール西
日本メンテック

Ｊサポート天王寺
大阪府大阪市阿倍野区天王寺
町北一丁目４番１５号

2772300378
有限会社アトランティッ
ク・カンパニー

たんぽぽ
大阪府大阪市阿倍野区阪南町
一丁目１１番２－６０１号

2772300394 有限会社メディカプラン 山﨑介護支援事務所
大阪府大阪市阿倍野区天王寺
町北二丁目２番１９号

2772300436 株式会社ライズ リヨン介護センター
大阪府大阪市阿倍野区阪南町
一丁目３０番２号

2772300535 有限会社ウェルネット ケアステーション青い鳥
大阪府大阪市阿倍野区松崎町
二丁目１０番２２号

2772300550
株式会社シルバーサービ
スモリタ

株式会社シルバーサービス
モリタあべの

大阪府大阪市阿倍野区北畠一
丁目１番１８号

2772300568
合資会社ああるあいシル
バー介護サービス

あーる・あいシルバー介護
サービス

大阪府大阪市阿倍野区阪南町
一丁目４６番２２号

2772300600 株式会社ケア２１ ケア２１阿倍野
大阪府大阪市阿倍野区昭和町
一丁目８番２６号パレロイヤ
ルビル２０１号室

2772300725
有限会社生活ケアのえー
ど

居宅介護支援事業所生活ケ
アの「えーど」

大阪府大阪市阿倍野区阪南町
一丁目１５番１５号

2772300733 有限会社アイル アイルケアプランセンター
大阪府大阪市阿倍野区文の里
四丁目２１番３０号

2772300881
有限会社市民のための介
護研究所

市民のための介護研究所
大阪府大阪市阿倍野区旭町三
丁目２番５号１１０５

2772300949 有限会社ふくもと
ふくもと居宅介護支援事業
所

大阪府大阪市阿倍野区天王寺
町南二丁目２３番１８号朝日
プラザ阿倍野２－１０３号

2772301038 有限会社海空 有限会社海空
大阪府大阪市阿倍野区天王寺
町北二丁目５番１２号

2772301079 有限会社プラッツレーン ありがとうケアセンター
大阪府大阪市阿倍野区西田辺
町一丁目２１の１３サンパ
ティーク西田辺１０２号

2772301095
ユウビ・クリエイト株式
会社

愛ウィッシュ・ケア・サ
ポート

大阪府大阪市阿倍野区阪南町
一丁目２４番２７号第一文の
里ビル１０２

2772301103 合資会社ケアプランゆう 合資会社ケアプランゆう
大阪府大阪市阿倍野区松崎町
四丁目８番１３号

2772301145 社会福祉法人嘉誠会
居宅介護支援事業所ヴァン
サンク阿倍野

大阪府大阪市阿倍野区王子町
二丁目１６番８号サンライト
あべのⅢ東１０１号

2772301178 有限会社楓 かえでケアサービス
大阪府大阪市阿倍野区阪南町
七丁目６番３号
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2772301228 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターあべの
大阪府大阪市阿倍野区昭和町
一丁目２１番２２号徳山ビル
２階

2772301327
社会福祉法人大阪市ホー
ムヘルプ協会

大阪市ホームヘルプ協会ケ
アプランセンターあべの

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野
筋三丁目１０番１－３００８
号

2772301368 有限会社カインド カインド介護センター
大阪府大阪市阿倍野区昭和町
四丁目２番２号ディアコート
西田辺１Ｆ

2772301384 株式会社ビバック 介護センターさくらんぼ
大阪府大阪市阿倍野区松崎町
四丁目２番７号

2772301459 株式会社フェニックス
サポートネットワークア
ミーカ

大阪府大阪市阿倍野区阪南町
二丁目２０－１９アスターハ
イツ１階

2772301608 株式会社エル・クルー 日本介護医療センター
大阪府大阪市阿倍野区阪南町
２丁目４番１号スギ薬局昭和
町店２階

2772301657 株式会社わたぼうし
わたぼうしケアセンター阿
倍野

大阪府大阪市阿倍野区阪南町
二丁目２番２４号２０１号室

2772301707
有限会社ＮＢＬ福祉セン
ター

ＮＢＬ福祉センター本社
大阪府大阪市阿倍野区西田辺
町二丁目２番９号鶴ヶ丘ビル
５階

2772301715
特定非営利活動法人ディ
アーワン

ケアプランニングディアー
１

大阪府大阪市阿倍野区王子町
二丁目８番１２号

2772301756 エルケア株式会社
エルケア株式会社総合在宅
サービスセンターエルケア
阿倍野ケアプランセンター

大阪府大阪市阿倍野区阪南町
一丁目４５番３号

2772301814
社会福祉法人山王みどり
会

ケアプランセンター金塚
大阪府大阪市阿倍野区旭町二
丁目１番１－１１９号

2772301897 株式会社藤井 居宅介護支援事業所ふじ
大阪府大阪市阿倍野区阪南町
六丁目１２番８号

2772301905 特定非営利活動法人楽夢 楽夢華
大阪府大阪市阿倍野区阪南町
三丁目４３番１３号

2772301913 医療法人仁生会
医療法人仁生会加藤クリ
ニックケアプランセンター

大阪府大阪市阿倍野区帝塚山
一丁目２３番１４号

2772301921 株式会社モナ ケアプランセンター心舟
大阪府大阪市阿倍野区丸山通
二丁目６番２７号

2772301988 株式会社ジラフ キリン介護センター
大阪府大阪市阿倍野区阪南町
一丁目１６番２７号トレアー
ル阪南町１階１０１号

2772301996 有限会社メディカプラン 桃ヶ池介護支援事務所
大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池
町二丁目８番１６号

2772302002
株式会社アサヒアテンド
サービス

アサヒアテンドケアプラン
センター

大阪府大阪市阿倍野区阪南町
四丁目３番２２号ウエスト阪
南１Ｆ

2772302010 有限会社福泉 はり灸介護ケアプラン
大阪府大阪市阿倍野区文の里
四丁目１番３号

2772302069
ヒューマンライフケア株
式会社

ヒューマンライフケアあべ
の

大阪府大阪市阿倍野区相生通
二丁目１４番３０号

2772302077
株式会社トラストマイン
ド

ケアプランセンタートラス
トマインド

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野
筋三丁目１０番１号あべのベ
ルタ業務棟４００６号

2772302135 有限会社さくらんぼ ぶどうケアプランセンター
大阪府大阪市阿倍野区昭和町
二丁目３番３号サンピア昭和
町１０１号

2772302143 医療法人西中医学会
医療法人西中医学会西中ケ
アプランセンター阿倍野

大阪府大阪市阿倍野区阪南町
一丁目５７番８号

2772302192 株式会社スープル 蓮ケアプランセンター
大阪府大阪市阿倍野区昭和町
二丁目２番６号

2772302226 株式会社スピリット
ケアプランセンター澄あべ
の

大阪市阿倍野区阪南町2-1-
21CYD阪南201号

2772302259 株式会社ライズ
リヨンケアプランセンター
天王寺

大阪府大阪市阿倍野区旭町2-
1-1-136

2772302283 株式会社ケアー阿倍野 ケア・プランりんごの里 大阪市阿倍野区王子町1-4-15

2772302309 株式会社リヴ ケアプランセンターリヴ 大阪市阿倍野区旭町1-6-3

2772302358 株式会社介護事業研究会
ケアプランセンターケア・
ブリッジ

大阪府大阪市阿倍野区旭町1-
5-45

2772302374 株式会社上六調剤薬局
うえろくケアプランセン
ター

大阪府大阪市阿倍野区西田辺
町1-12-12
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2772302390 株式会社ログ ログ
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野
元町16-6エスコート307

2772302416 スギメディカル株式会社
スギケアプランセンター林
寺

大阪府大阪市阿倍野区天王寺
町北3-11-4-2階
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2775900018
社会福祉法人大阪市住之
江区社会福祉協議会

住之江区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市住之江区御崎四
丁目６番１０号

2775900026
社会福祉法人南海福祉事
業会

居宅介護支援事業所ブルー
ム北加賀屋

大阪府大阪市住之江区北加賀
屋一丁目５番６号

2775900042 社会福祉法人いわき学園
いわき園居宅介護支援事業
所

大阪府大阪市住之江区南加賀
屋三丁目９番２号

2775900059
社会福祉法人ジー･ケー社
会貢献会

グルメ杵屋社会貢献の家介
護計画相談所

大阪府大阪市住之江区浜口東
二丁目５番１４号

2775900067 医療法人讃和会 友愛ケアプランセンター
大阪府大阪市住之江区浜口西
三丁目５番１０号

2775900091 社会医療法人景岳会 南大阪ハッピー・センター
大阪府大阪市住之江区東加賀
屋一丁目１８番１８号総合病
院南大阪病院内

2775900109 有限会社エムワン
弘善会・在宅サポートセン
ター

大阪府大阪市住之江区御崎三
丁目１番１４号

2775900216
社会福祉法人喜和保育事
業会

居宅介護支援事業所･南港北
地域在宅サービスステー
ションきのみ

大阪府大阪市住之江区南港中
四丁目２番３０号

2775900307 社会福祉法人福祥福祉会
ケアプランセンター豊泉家
住之江

大阪府大阪市住之江区新北島
七丁目４番２０号

2775900380
有限会社三和家事介護
サービス

有限会社三和家事介護サー
ビス

大阪府大阪市住之江区浜口西
一丁目１３番４１号

2775900521 有限会社ケアラーズ ケアラーズ
大阪府大阪市住之江区浜口東
三丁目５番１８号

2775900562
有限会社コスモビーアン
ドエム

コスモ薬局居宅介護支援事
業所

大阪府大阪市住之江区住之江
一丁目４番４０号

2775900570 株式会社ケア２１ ケア２１住之江
大阪府大阪市住之江区粉浜西
一丁目８番８号奈古之ビル１
階南側

2775900588 社会福祉法人健成会
居宅介護支援事業所しらな
み

大阪府大阪市住之江区南港中
三丁目３番４３号

2775900646 株式会社マザーハウス
マザーハウスケアプランセ
ンター

大阪府大阪市住之江区粉浜三
丁目１番２４号

2775900752 医療法人健正会
医療法人健正会ケアプラン
センターはまさき

大阪府大阪市住之江区御崎四
丁目１１番１３号

2775900844 医療法人三宝会
医療法人三宝会南港介護セ
ンター

大阪府大阪市住之江区北加賀
屋五丁目２番２号

2775900885 有限会社楽しみ 楽しみケアプラン住之江
大阪府大阪市住之江区浜口西
三丁目２番１６号

2775900901 株式会社とき 介護センターとき
大阪府大阪市住之江区南港北
二丁目１番１０号ＡＴＣビル
３階

2775901065 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター粉浜
大阪府大阪市住之江区粉浜二
丁目１３番８号粉浜ビル４階

2775901131 株式会社夢空間 ケアプランセンター夢計画
大阪府大阪市住之江区御崎六
丁目１番３号タカラビル２階

2775901206
有限会社なごやか介護
サービス

なごやか介護サービス
大阪府大阪市住之江区南港中
二丁目１番１０９号

2775901321 医療法人中田内科 中田在宅サービス
大阪府大阪市住之江区住之江
二丁目７番１８号

2775901354 株式会社ヒマワリ２１
ケアプランセンターヒマワ
リ２１粉浜

大阪府大阪市住之江区粉浜一
丁目２４番３号１０１号

2775901388
特定非営利活動法人なご
みの里

ＮＰＯ法人なごみの里ケア
プランセンター

大阪府大阪市住之江区浜口西
二丁目７番１８号

2775901420 有限会社ブローム
ケア・プランセンター「ほ
ほえみ」

大阪府大阪市住之江区浜口東
三丁目５番１９号サウザント
ビル２階

2775901511
有限会社ナンクルナイ
サァーケアネット

ナンクルナイサァーすみの
え

大阪府大阪市住之江区新北島
一丁目４番１７号木本ビル２
０１号室

2775901545 株式会社勇創 トータルケアゆうそう
大阪府大阪市住之江区中加賀
屋３－３－６－１０２

2775901586 株式会社と・らいず ケアプランセンターゑえる
大阪府大阪市住之江区南加賀
屋四丁目４番１９号３階

2775901594 株式会社ニコグループ わか介護サービス住之江
大阪府大阪市住之江区安立一
丁目６番１５号ネオハイツ住
吉３０２号

2775901636 南大阪医療生活協同組合 ケアプランセンターかがや
大阪府大阪市住之江区西加賀
屋二丁目５番２５号

2775901701 有限会社クローバー
クローバーケアプランセン
ター

大阪府大阪市住之江区新北島
五丁目１番５０－２０１
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2775901719
医療法人桂輝会かつらぎ
クリニック

医療法人桂輝会かつらぎク
リニック介護サービスセン
ター新北島

大阪府大阪市住之江区新北島
二丁目１番１号

2775901701 有限会社クローバー
クローバーケプランセン
ター

大阪市住之江区新北島５－１
－５０－２０１

2775901719 医療法人桂輝会かつらぎクリニック 
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック介護サービスセン
ター新北島

大阪市住之江区新北島２－１
－１

2775901834 有限会社ナカヒラ住宅 まどかケアプランセンター
大阪市住之江区御崎１－７－
３０

2775901883 株式会社慈温 すずらん小浜ケアセンター
大阪府大阪市住之江区粉浜西
2-7-13

2775901990 田中合同会社 めだか介護サービス
大阪府大阪市住之江区西加賀
屋3-19-14

2775902006 合同会社辰巳 居宅介護支援事業所
大阪府大阪市住之江区住之江
2-5-24

2775902022 株式会社全生社 介護の窓
大阪府大阪市住之江区北加賀
屋1-11-9

2775902030 株式会社富利 ふうりケアプランセンター
大阪府大阪市住之江区北加賀
屋1-2-27

2775902055
ＮＰＯ法人ドルフィン
ホーム

エルドルフィンプランセン
ター

大阪府大阪市住之江区西加賀
屋2-5-28

2775902113 社会福祉法人三養福祉会
居宅介護支援事業所住之江
の郷

大阪府大阪市住之江区新北島
8-1-63

2775902170 株式会社フィール
居宅介護支援事業所ハナミ
ズキ

大阪府大阪市住之江区中加賀
屋3-5-13
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2712006119 医療法人健永会
医療法人健永会アビコなが
いクリニック

大阪府大阪市住吉区我孫子東
三丁目１番１号泰清ビル３階

2762090013
社団法人大阪市住吉区医
師会

住吉区医師会訪問看護ス
テーション

大阪府大阪市住吉区長居三丁
目８番４号畑長居駅前ビル４
階

2772000010
株式会社シルバーサービ
スモリタ

株式会社シルバーサービス
モリタ指定居宅介護支援事
業所

大阪府大阪市住吉区大領四丁
目７番１３号

2772000051
社会福祉法人大阪市住吉
区社会福祉協議会

住吉区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市住吉区浅香一丁
目８番４７号

2772000069
みとうメディカル株式会
社

みとうケアプランセンター
大阪府大阪市住吉区長居東四
丁目五番六号大宝ビル２０５
号

2772000077 社会福祉法人松稲会
アップリケア居宅介護支援
事業所

大阪府大阪市住吉区浅香一丁
目８番３８号

2772000085
有限会社ヨシダケアサー
ビス

有限会社ヨシダケアサービ
ス

大阪府大阪市住吉区長居四丁
目１０番２７号

2772000093
有限会社チョウメディカ
ルサービス

有限会社チョウメディカル
サービス

大阪府大阪市住吉区長居東３
丁目７番５号

2772000101 社会福祉法人一隅苑 社会福祉法人一隅苑
大阪府大阪市住吉区我孫子東
一丁目４番３７号

2772000119 社会福祉法人四恩学園
ふれ愛の館しおん指定居宅
介護支援事業所

大阪府大阪市住吉区苅田四丁
目３番１５号

2772000143
社会福祉法人帝塚山福祉
会

帝塚山ケアプランセンター
大阪府大阪市住吉区帝塚山東
二丁目１番３５号帝塚山特別
養護老人ホーム内

2772000325 社会福祉法人央福祉会
ウェルネスあびこ居宅介護
支援事業所

大阪府大阪市住吉区我孫子西
一丁目２番１５号

2772000440 医療法人きらら会
医療法人きらら会居宅介護
支援事業所きらら

大阪府大阪市住吉区南住吉一
丁目３番５号

2772000572 医療法人錦秀会
医療法人錦秀会錦秀苑居宅
介護支援センター

大阪府大阪市住吉区南住吉一
丁目２２番１７号

2772000663 社会福祉法人あゆみ会
アンパス住吉ケアプランセ
ンター

大阪府大阪市住吉区山之内三
丁目４番９号

2772000689 株式会社ケア２１ ケア２１住吉
大阪府大阪市住吉区遠里小野
五丁目２番１号シャトー長谷
川第二ビル２階

2772000911 有限会社マイファミリー
ケア・センターマイファミ
リー

大阪府大阪市住吉区遠里小野
一丁目３番２７号グリーン
ヴィラオリオノ１０１号

2772001018 株式会社ａｉａｉ あい介護サービス
大阪府大阪市住吉区殿辻二丁
目１番３号

2772001208 有限会社つかさ薬局
つかさ薬局ケアプランセン
ター

大阪府大阪市住吉区長居東三
丁目１３番２２号

2772001240 社会福祉法人幸陽会
ケアプランセンタール・ロ
ゼイ

大阪府大阪市住吉区清水丘三
丁目１５番３号

2772001257 株式会社ソラスト
在宅介護サービスソラスト
帝塚山

大阪府大阪市住吉区帝塚山西
一丁目５番９号２階

2772001323 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター長居
大阪府大阪市住吉区長居三丁
目８番４号３階

2772001331
有限会社ウェルビーイン
グ

ケアプランセンターいろは
大阪府大阪市住吉区墨江一丁
目３番１１号

2772001380
医療法人ハートフリーや
すらぎ

居宅介護支援事業所ハート
フリー

大阪府大阪市住吉区帝塚山東
五丁目８番３号

2772001489 医療法人錦秀会
医療法人錦秀会阪和ケアプ
ランセンター

大阪府大阪市住吉区殿辻一丁
目９番１４号

2772001521 有限会社谷介護センター ケアプランセンター湧泉
大阪府大阪市住吉区遠里小野
六丁目１番３１号１０２

2772001620
みとうメディカル株式会
社

みとうケアプランセンター
第２

大阪府大阪市住吉区長居一丁
目５番３１号木本ビル２０３
号

2772001687 株式会社あいの手
ケアプランセンターあいの
手

大阪府大阪市住吉区苅田三丁
目１番１９号マンションモン
シェリ１０４号

2772001760 有限会社Ａ－ｃａｒｅ ろーたすケアサービス
大阪府大阪市住吉区我孫子東
二丁目４番１８号コーポエク
セルⅠ１０２号室

2772001786
株式会社日本エルダリー
ケアサービス

さくらそう住吉
大阪府大阪市住吉区南住吉三
丁目６番１２号ハイツ幸１階
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2772001919 有限会社たんぽぽ
ケアプランセンターたんぽ
ぽ

大阪府大阪市住吉区遠里小野
一丁目１２番３２号双輪コー
ポ１０９号

2772001935 株式会社アイビー アイビー介護サービス
大阪府大阪市住吉区遠里小野
六丁目１７番９号コーポＳＥ
Ｉ１０１号

2772001984 有限会社帝塚山ぷらむ
ケアプランセンター帝塚山
ぷらむ

大阪府大阪市住吉区帝塚山東
二丁目１番５４号

2772002099 株式会社アビック
株式会社アビックほんわか
介護サポート

大阪府大阪市住吉区我孫子一
丁目３番１７号

2772002107
社会福祉法人柿の木福祉
の園

居宅介護支援事業所ながい
の里

大阪府大阪市住吉区長居西三
丁目１番６号

2772002115 アペル株式会社 アペル介護センター
大阪府大阪市住吉区長居二丁
目５番１７号

2772002123 株式会社佐々木電気商会
佐々木電気ケアプランセン
ター

大阪府大阪市住吉区遠里小野
四丁目８番２２号

2772002255 アミコ株式会社
アミコ愛・あい・ケアプラ
ンセンター

大阪府大阪市住吉区清水丘三
丁目１４番２号

2772002263
有限会社ヤマダケアサ
ポート

ファニー介護サービス住吉
大阪府大阪市住吉区殿辻二丁
目２番２１号ロマネ沢之町１
１１号

2772002305 株式会社介護のほのか 介護のほのか
大阪府大阪市住吉区南住吉四
丁目８番３号

2772002347 株式会社ウィズケアー
ウィズケアープランセン
ター

大阪府大阪市住吉区我孫子東
一丁目１番７号

2772002354 有限会社さわやか 居宅支援センターさわやか
大阪府大阪市住吉区長居東四
丁目１番２３号ホワイトハウ
ス公園前２０４号

2772002388 エルケア株式会社
エルケア株式会社エルケア
住吉ケアプランセンター

大阪府大阪市住吉区我孫子西
二丁目２番２１号薮本コンパ
クトオフィスＡ号

2772002537
有限会社ヤマト・コンサ
ルタンツ

支援センターひまわり
大阪府大阪市住吉区長居西三
丁目４番１号グランディール
桂１０２号

2772002552 合同会社あやめ ケアプランセンターあやめ
大阪府大阪市住吉区遠里小野
四丁目５番４号

2772002586 株式会社黒樹 まほろば介護支援センター
大阪府大阪市住吉区沢之町一
丁目２番４号モリタ沢ノ町ビ
ル２階

2772002602 株式会社あぐり あぐりケアプランセンター
大阪府大阪市住吉区清水丘二
丁目４番１３号タレックスビ
ル２０３号

2772002628 グッドペア株式会社 やない整骨院ケアセンター
大阪府大阪市住吉区我孫子三
丁目４番２５号

2772002719 医療法人社団真希会
医療法人社団真希会アグナ
スケアプラザ

大阪府大阪市住吉区苅田二丁
目８番２６号

2772002727 株式会社勇気
やまざくらケアプランセン
ター

大阪府大阪市住吉区長居東三
丁目１２番１９号ＫＳビル１
階

2772002867 有限会社共生会 ソワン
大阪府大阪市住吉区清水丘二
丁目１０番１４号

2772002941 医療法人真芳会
医療法人真芳会いきいきケ
アプランセンター我孫子

大阪府大阪市住吉区我孫子三
丁目３番６号サンシャインミ
ゾベ１階１－Ｂ

2772003139 株式会社ｆｋ
ケア・プランセンター　Ｃ
ｏｎｆｏｒｔ　ｄｅｕｘ

大阪府大阪市住吉区苅田三丁
目２番１８号スカイハイム大
喜２号

2772003139 株式会社ｆｋ
ケア・プランセンター　Ｃ
ｏｎｆｏｒｔ　ｄｅｕｘ

大阪市住吉区苅田３－２－１
８スカイハイム大喜1号

2772003170 メディバンク株式会社 ケアプランセンターメディ
大阪市住吉区我孫子東２－１
－６アビコエイトビル1-Ｂ

2772003295 社会福祉法人あさか会 ケアプランセンター夢屋
大阪府大阪市住吉区我孫子東
3-14-5

2772003352 有限会社商大 ケアプラン花・花 大阪市住吉区殿辻2-7-1-1Ｆ

2772003360
株式会社関西ネットワー
クサービス

ケアプランセンター幸せ 大阪市住吉区上住吉2-15-4

2772003402 寿ケア株式会社 ケアプランセンター一会
大阪府大阪市住吉区苅田7-
12-19-401

2772003469 有限会社東西整骨鍼灸院 つじケアプランセンター
大阪府大阪市住吉区我孫子1-
7-8東西ビル３Ｆ
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2772003501 株式会社Ｋ・Ｔ・Ｓ ケアプランセンター優美
大阪府大阪市住吉区長峡町２
番１号スパークルホシノ１階
Ｂ号

2772003584
株式会社ベストケア・
パートナーズ

みつばケアプランセンター
あびこ

大阪府大阪市住吉区苅田9-
14-20ヤヨイビル206

2772003600 ＣＫ＆Ｋ株式会社
ケア・ブリッジケアプラン
センター帝塚山

大阪府大阪市住吉区万代4-
12-28

2772003733 株式会社和昭 和輝苑
大阪府大阪市住吉区沢の町-
1-2

2772003758
ＮＰＯ法人地域福祉・介
護活動センター

ホワイトネットケアセン
ター

大阪府大阪市住吉区殿辻2-3-
9-2Bアメニティタル
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2750880029 医療法人淀井病院 介護老人保健施設桑の実
大阪府大阪市東住吉区桑津四
丁目４番５号

2770800015
社会福祉法人大阪市東住
吉区社会福祉協議会

東住吉区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市東住吉区田辺二
丁目１０番１８号

2770800031
有限会社ヤスコメディカ
ルサービス

介護支援センターうさぎ
大阪府大阪市東住吉区矢田二
丁目１７番２号

2770800106 社会福祉法人嘉誠会
居宅介護支援事業所ヴァン
サンク

大阪府大阪市東住吉区湯里二
丁目５番８号

2770800114
社会福祉法人ふれあい共
生会

ケアプランセンター花嵐
大阪府大阪市東住吉区矢田六
丁目８番７号

2770800122 社会福祉法人聖綾福祉会
在宅介護ステーションせい
りょう

大阪府大阪市東住吉区公園南
矢田四丁目１０番６号

2770800155 医療法人橘会
居宅介護支援センターたち
ばな

大阪府大阪市東住吉区住道矢
田九丁目１１番１１号

2770800205 有限会社パートナー パートナー介護センター 大阪市東住吉区杭全7-7-4

2770800304 有限会社りんごの木 有限会社りんごの木
大阪府大阪市東住吉区南田辺
三丁目１９番１６号

2770800312
株式会社東住吉介護セン
ター

株式会社東住吉介護セン
ター

大阪府大阪市東住吉区東田辺
一丁目１５番２号

2770800403 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター東住吉
大阪府大阪市東住吉区南田辺
一丁目９番２３号

2770800411
社会福祉法人めぐむ福祉
会

居宅介護支援事業所くれな
い

大阪府大阪市東住吉区今川七
丁目９番７号

2770800452 社会福祉法人慶陽
あっとほうむ居宅介護支援
センター

大阪府大阪市東住吉区杭全一
丁目４番２０号

2770800460
有限会社中井介護支援事
務所

アイネット介護サービス
大阪府大阪市東住吉区西今川
二丁目１０番１１号

2770800577 有限会社アイテム 介護のアイテム
大阪府大阪市東住吉区針中野
三丁目１３番１号

2770800668 株式会社ケア２１ ケア２１東住吉
大阪府大阪市東住吉区田辺二
丁目１１番４３号

2770800718
有限会社システムケアア
サヒ

あさひケアプランセンター
大阪府大阪市東住吉区東田辺
一丁目１６番１６号

2770800726 有限会社ユニットケア ユニットケアサービス
大阪府大阪市東住吉区田辺三
丁目５番４号

2770800742
社会福祉法人めばえ福祉
会

めばえケアプランセンター
大阪府大阪市東住吉区駒川一
丁目２１番２１号

2770800775 協和医療有限会社
居宅介護支援事業所あった
かは～と

大阪府大阪市東住吉区矢田四
丁目１６番１０号

2770800932 医療法人裕雅会
医療法人裕雅会テイクケア
居宅介護支援事業所

大阪府大阪市東住吉区杭全三
丁目１番１号

2770800965 有限会社吉村鍼灸院 エミー介護センター
大阪府大阪市東住吉区南田辺
一丁目１番４号

2770800981 西川家具工芸株式会社
ケアプランセンターリビン
グアイ

大阪府大阪市東住吉区駒川五
丁目１５番３号

2770801013
有限会社八木介護保険事
務所

八木介護サービス
大阪府大阪市東住吉区今川四
丁目２１番２１号

2770801153 株式会社ファミリー
株式会社ファミリー介護セ
ンター

大阪府大阪市東住吉区杭全二
丁目２番２号レジデンスヨシ
ダⅡ２０１号

2770801237 株式会社アシスト・ケア
居宅介護支援アシスト・ケ
ア

大阪府大阪市東住吉区矢田二
丁目１６番４号

2770801252 有限会社日本薬局 日本総合福祉ケアセンター
大阪府大阪市東住吉区北田辺
二丁目４番２２号

2770801542 有限会社マリアバッハ
マリアバッハ介護ステー
ション

大阪府大阪市東住吉区田辺六
丁目１番３５号

2770801591 有限会社ソフィア 学研ココファン鶴ヶ丘ＣＣ
大阪府大阪市東住吉区山坂五
丁目１番７号

2770801690 医療法人西中医学会
医療法人西中医学会西中ケ
アプランセンター

大阪府大阪市東住吉区湯里五
丁目１０番２２号

2770801732
特定非営利活動法人あし
たがあるさ

介護支援センターさくら
大阪府大阪市東住吉区西今川
二丁目２０番１０号

2770801807 有限会社ラポール 介護支援センターなかよし
大阪府大阪市東住吉区今林二
丁目１７番９号

2770801864 株式会社虹色のりんご 株式会社虹色のりんご
大阪府大阪市東住吉区住道矢
田六丁目１７番１１号

2770801872 有限会社ＮＧＴ企画 ＮＧＴケアプラン
大阪府大阪市東住吉区中野二
丁目２番３号
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2770801948 有限会社みおつくし みそらのケアセンター
大阪府大阪市東住吉区田辺六
丁目１１番９号アンボジュー
ル日愛１０２号

2770801955 矢田生活協同組合
ケアプランセンターはなみ
ずき

大阪府大阪市東住吉区矢田五
丁目７番３４号

2770801971
株式会社介護センター中
野

介護センター中野
大阪府大阪市東住吉区西今川
四丁目７番６号

2770801989 株式会社彩吏
株式会社彩吏「あやとり」
介護センター

大阪府大阪市東住吉区今川一
丁目４番１７号今川グランド
ハイツ１０３号

2770802029
株式会社ミナミオオサカ
メディカルセンター

やまももケアサービス
大阪府大阪市東住吉区山坂二
丁目４番１０号

2770802037 有限会社ケアフリー
ケアフリーケアプランセン
ター

大阪府大阪市東住吉区矢田一
丁目２０番２２号メゾン・
ド・アベニュー１０１

2770802078 株式会社安心生活研究所
東住吉在宅支援センター
「あんしん」

大阪府大阪市東住吉区鷹合三
丁目４番８号

2770802201 エルケア株式会社
エルケア株式会社エルケア
大阪東住吉ケアプランセン
ター

大阪府大阪市東住吉区西今川
二丁目１６番６号西今川メゾ
ングレイン

2770802250 株式会社ケアセンター優 わいわいサポートセンター
大阪府大阪市東住吉区矢田二
丁目８番２１号オーティハイ
ツ東住吉１０７号室

2770802268 株式会社アルプスライフ アルプス介護センター
大阪府大阪市東住吉区湯里六
丁目１３番１８号メーデルハ
イツ湯里４０５

2770802359 株式会社スピリット ケアプランセンター澄
大阪府大阪市東住吉区矢田一
丁目１８番１号

2770802391 医療法人嘉誠会
ケアプランセンターヴァン
サンク湯里

大阪府大阪市東住吉区湯里二
丁目２０番２６号

2770802409
クリエイティブサービス
株式会社

介護のクリエイティブケア
プランセンター

大阪府大阪市東住吉区南田辺
三丁目４番７号パステージ住
吉６０１号

2770802482 有限会社おんせんどう
おんせんどうケアプランセ
ンター

大阪府大阪市東住吉区田辺一
丁目５番７号

2770802490
株式会社そうせい介護支
援事業所

介護センターそうせい
大阪府大阪市東住吉区今川四
丁目５番９号

2770802508 株式会社サニー
サニーヘルパーステーショ
ン

大阪府大阪市東住吉区鷹合四
丁目１９番１８号

2770802532 株式会社シーエヌシー 株式会社シーエヌシー
大阪府大阪市東住吉区東田辺
一丁目４番２１号

2770802573 有限会社夢風船
ケアプランセンターさっ
ちゃん

大阪府大阪市東住吉区今川七
丁目１５番１８号

2770802623 有限会社白い鳥
ケアプランセンター白い鳥
東住吉

大阪府大阪市東住吉区今川四
丁目２番５号

2770802664 有限会社輝き
かがやきケアプランセン
ター

大阪府大阪市東住吉区西今川
４丁目１５番１９号ー１０３

2770802706 株式会社トーク弐拾壱 紙ふうせんケアサービス
大阪府大阪市東住吉区駒川四
丁目５番１３号来夢ハイツ１
Ｆ

2770802722 協和医療有限会社
居宅介護支援事業所あった
かは～と２

大阪府大阪市東住吉区駒川三
丁目２２番５０号

2770802904 社会福祉法人隆生福祉会
ケアプランセンターゆめ中
野

大阪府大阪市東住吉区湯里一
丁目１番３０号

2770802912 株式会社ＮＵＴｓ ケアセンターＣｏＣＣｏ
大阪府大阪市東住吉区杭全六
丁目９番１３号

2770802987 株式会社わたぼうし
わたぼうしケアセンター東
住吉

大阪府大阪市東住吉区北田辺
四丁目２２番４号

2770803035 ソルコン株式会社
ソルコン今川居宅介護支援
事業所

大阪府大阪市東住吉区駒川三
丁目１番９号

2770803043 株式会社あかつき
あかつきケアプランセン
ター

大阪府大阪市東住吉区桑津二
丁目９番１３号

2770803050 合同会社あい あいあい介護サービス
大阪府大阪市東住吉区杭全四
丁目７番２４号

2770803191
株式会社ヒューマンサ
ポート凛

ケアプランセンター凛
大阪府大阪市東住吉区鷹合2-
8-16

2770803266
株式会社ＭＡＲＩコーポ
レション

ケアセンター幸樹
大阪府大阪市東住吉区針中野
2-11-12-101

2770803282 株式会社わんわん
居宅介護支援ケアプランセ
ンターわんわん

大阪府大阪市東住吉区湯里1-
19-4



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 東住吉区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2770803290 社会福祉法人慶生会
慶生会東住吉ケアプランセ
ンター

大阪府大阪市東住吉区中野3-
8-4第二池田ビル1階

2770803365 合同会社栄和 田辺介護センター
大阪府大阪市東住吉区田辺3-
21-20

2770803423 ＫＴＳ合同会社
ケアプランセンターカーネ
リアン

大阪府大阪市東住吉区杭全3-
5-18伊藤ビル１Ｆ

2770803555
株式会社アイ・ティー・
エス

ケアプランセンターたか愛
さぽーと

大阪府大阪市東住吉区鷹合2-
4-3ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾐｰﾈ101

2770803696
ヒューマンライフケア株
式会社

ヒューマンライフケア東住
吉の湯

大阪府大阪市東住吉区矢田1-
10-25

2770803746
株式会社トラストマイン
ド

ケアプランセンタートラス
トマインド東住吉

大阪府大阪市東住吉区東田辺
3-26-30

2770803753 株式会社優
ケアプランサービスたいよ
う

大阪府大阪市東住吉区中野4-
12-7



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 平野区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2715806531 医療法人東森医院 医療法人東森医院
大阪府大阪市平野区平野上町
二丁目９番１３号

2715806952 医療法人井上クリニック 医療法人井上クリニック
大阪府大阪市平野区瓜破西二
丁目７番４９号ニューロータ
スライフ１階

2775800010
社会福祉法人大阪市平野
区社会福祉協議会

平野区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市平野区平野東二
丁目１番３０号

2775800036
有限会社クサベ在宅サー
ビス

居宅介護支援事業所・クサ
ベ在宅サービス

大阪府大阪市平野区平野南三
丁目８番１６－１０１号

2775800044 医療法人林診療所
医療法人林診療所介護支援
センター

大阪府大阪市平野区喜連西３
－１３－１８

2775800051 合名会社メディケア メディケア平野
大阪府大阪市平野区加美西一
丁目１８番２２号

2775800069 社会福祉法人永寿福祉会 永寿ケアセンター
大阪府大阪市平野区瓜破南一
丁目２番３０号

2775800077 社会福祉法人永寿福祉会
永寿ケアステーション長吉
西

大阪府大阪市平野区長吉出戸
六丁目８番２１号

2775800101 有限会社ハートメート
ハートメート在宅総合支援
センター

大阪府大阪市平野区長吉出戸
五丁目４番５号

2775800135 社会福祉法人愛和福祉会
特別養護老人ホーム愛和居
宅介護支援事業所

大阪府大阪市平野区長吉六反
二丁目１番６号

2775800143
有限会社日本健康サービ
ス

日本健康サービス介護事業
部

大阪府大阪市平野区喜連東一
丁目７番２１号

2775800168
社団法人大阪市平野区医
師会

平野区医師会ケアプランセ
ンター

大阪府大阪市平野区平野本町
一丁目８番３２号ビス平野２
階

2775800176
社会福祉法人天宗社会福
祉事業会

瓜破西地域在宅サービスス
テーションてんそう苑

大阪府大阪市平野区瓜破西二
丁目１０番１０号

2775800226 医療法人隆星会
医療法人隆星会介護支援セ
ンターオアシス

大阪府大阪市平野区平野南一
丁目７番７号

2775800234 医療法人酒井診療所
酒井診療所在宅介護セン
ター

大阪府大阪市平野区長吉長原
西二丁目２番３号クリオパレ
ス２１３号

2775800242 医療法人育生会（社団） 医療法人育生会（社団）
大阪府大阪市平野区流町四丁
目１０番１０号

2775800283 社会福祉法人城南福祉会
居宅介護支援事業所城南福
祉会博寿荘

大阪府大阪市平野区喜連東三
丁目６番４０号

2775800291 医療法人富寿会
居宅介護支援事業所平野新
生苑ケアセンター

大阪府大阪市平野区平野東一
丁目８番２９号

2775800325 ホームケアー株式会社
ホームケアー株式会社大阪
平野ヘルパーステーション

大阪府大阪市平野区背戸口五
丁目６番２３号

2775800408
株式会社ケアサービス友
愛

株式会社ケアサービス友愛
大阪府大阪市平野区平野西四
丁目２番８号

2775800523
有限会社塩田メディカル
サービス

介護支援センターユーカリ
大阪府大阪市平野区平野東二
丁目２番２８号

2775800531 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター平野
大阪府大阪市平野区平野本町
五丁目１４番２０号

2775800556 社会福祉法人愛和福祉会
居宅介護支援事業所愛和デ
イサービスセンター

大阪府大阪市平野区加美東一
丁目６番３５号

2775800598 社会福祉法人愛和福祉会
平野愛和居宅介護支援事業
所

大阪府大阪市平野区平野東二
丁目１番３０号

2775800663 株式会社リンクス ケアステーション介護の森
大阪府大阪市平野区平野本町
二丁目１０番１８号田口ビル
２階

2775800739
社会福祉法人ユタカ福祉
会

喜連西ケアプランセンター
大阪府大阪市平野区喜連西三
丁目１５番２３号

2775800770 大阪高齢者生活協同組合 ケアワーカーわたの花
大阪府大阪市平野区加美正覚
寺二丁目２番３号

2775800796 社会福祉法人和悦会
加美北特養ケアプランセン
ター

大阪府大阪市平野区加美北七
丁目１番２号

2775800945
有限会社介護サロンひら
の

有限会社介護サロンひらの
大阪府大阪市平野区平野本町
四丁目７番２７号

2775801083 医療法人嘉誠会
訪問リハビリ・看護・介護
（医）嘉誠会ケアプランセ
ンター平野

大阪府大阪市平野区瓜破西一
丁目６番１６号阪東ハイツ１
階Ａ号室

2775801190
有限会社アリーナオカモ
ト

アリーナ介護支援センター
大阪府大阪市平野区瓜破三丁
目１番１４号

2775801232 社会福祉法人友紘会
居宅介護支援事業所紅生園
喜連東

大阪府大阪市平野区喜連東五
丁目１３番３０号

2775801307
社会福祉法人天宗社会福
祉事業会

平野地域在宅サービスス
テーション

大阪府大阪市平野区背戸口一
丁目１６番３０号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 平野区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2775801323 株式会社たんぽぽ 株式会社たんぽぽ
大阪府大阪市平野区瓜破西一
丁目１０番１９号

2775801455
有限会社システムケアつ
つみ

有限会社システムケアつつ
み

大阪府大阪市平野区平野本町
四丁目１番１８号

2775801463 有限会社コーワリフレ コーワ介護センター
大阪府大阪市平野区長吉六反
三丁目４番２号

2775801513 株式会社武陵
平野介護総合支援プラザプ
ラムケアー居宅介護支援事
業所

大阪府大阪市平野区平野北一
丁目１０番３１号

2775801521 医療法人松仁会（社団）
ケアプランセンターらぶ
りぃ

大阪府大阪市平野区加美西二
丁目３番５号

2775801646 有限会社スマイルプラス
介護センタースマイルプラ
ス

大阪府大阪市平野区喜連東二
丁目１番５８号

2775801653 有限会社つばさ 介護のつばさ
大阪府大阪市平野区西脇一丁
目８番２２号

2775801760
有限会社ハッピークロー
バー

介護サービスハッピーク
ローバーケアプラン作成部

大阪府大阪市平野区瓜破東一
丁目１１番１７号タクミハイ
ツ１０２号

2775801786 有限会社フルサポート ふるさぽーと平野店
大阪府大阪市平野区西脇二丁
目９番３４号クロス９パーク
神田

2775801828 有限会社森義 ベスト介護支援センター
大阪府大阪市平野区瓜破三丁
目３番２３号

2775802305
株式会社ケアコミュニ
ケーションズ

アイケアケアプランセン
ター

大阪府大阪市平野区平野西三
丁目９－１摂陽ハイツ４０６
号

2775802420 株式会社リンクス ケアプランセンターひびき
大阪府大阪市平野区加美西二
丁目６番５号

2775802446 医療法人鴻尚会
医療法人鴻尚会ケアプラン
センター「ハーベスト」

大阪府大阪市平野区背戸口一
丁目７番１号

2775802578 株式会社スカイビーン ビーンスマイル
大阪府大阪市平野区喜連一丁
目５番３４号

2775802644 医療法人仁悠会
おとしよりすこやかケアプ
ランセンター南部館

大阪府大阪市平野区喜連西六
丁目２番３３号

2775802651
特定非営利活動法人日本
健康長寿会

エクセレントケア
大阪府大阪市平野区長吉六反
一丁目２番３号

2775802677 株式会社カミオカーズ
ケアプランセンターカミオ
カ

大阪府大阪市平野区喜連二丁
目２番４号

2775802719 ニチリンケア株式会社
ニチリンケア株式会社平野
事業所

大阪府大阪市平野区長吉出戸
四丁目１番１号

2775802743 エルケア株式会社
エルケア株式会社エルケア
ひらのケアプランセンター

大阪府大阪市平野区平野西五
丁目３番５号アイエムタワー
２０１号

2775802750 有限会社中野みか
中野みかケアプランセン
ター

大阪府大阪市平野区平野上町
一丁目１番８号

2775802842
特定非営利活動法人まご
ころ支援センター

まごころ支援センター 大阪市平野区長吉長原2-1-1

2775802859
合同会社ＤＲＥＡＭ　Ｏ
Ｎ

ドリームケアセンター
大阪府大阪市平野区背戸口三
丁目９番３０号幸和セントラ
ルビル平野６０２

2775802883 株式会社アクティブ
ケアプランセンター・ぴゅ
あｈｅａｒｔ

大阪府大阪市平野区加美西二
丁目３番１０号１階

2775802966 株式会社陽 ケアマネージャー陽平野
大阪府大阪市平野区長吉出戸
六丁目１１番１３号大谷マン
ション１階

2775803071 フランスベッド株式会社
フランスベッド株式会社大
阪南居宅介護支援事業所

大阪府大阪市平野区流町四丁
目１５番２０号

2775803121
クローバーメディカル株
式会社

クローバーケアプラン平野
大阪府大阪市平野区加美南五
丁目６番２８号

2775803162
特定非営利活動法人ＮＰ
Ｏスバル

ケアプランセンタースバル
大阪府大阪市平野区喜連西三
丁目１３番１３号２階

2775803170 有限会社ＳＫ 白ゆり居宅支援センター
大阪府大阪市平野区長吉長原
西一丁目３番１３号

2775803220 ＮＰＯ法人ふくじゅう
ふくじゅうケアプランセン
ター

大阪府大阪市平野区背戸口四
丁目２番６号

2775803238
株式会社博愛介護セン
ター

はくあい介護センター
大阪府大阪市平野区西脇1-1-
38

2775803329 株式会社くまのみ くまのみ介護サービス
大阪府大阪市平野区平野西三
丁目６番１号１０１号室



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 平野区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2775803378 株式会社Ｈ＆Ｍ
ケアプランセンターひだま
り平野

大阪府大阪市平野区平野西四
丁目３番１号ミツダコーポ１
階

2775803394 株式会社ブロッサム 介護センターブロッサム
大阪府大阪市平野区加美鞍作
三丁目８番２２号マンション
大平１号館１階Ｅ号室

2775803527 株式会社フォーエー
ケアプランセンターフォー
エー

大阪府大阪市平野区加美東四
丁目１７番１６号

2775803543 和田建設株式会社
陽だまりのわケアプランセ
ンター

大阪府大阪市平野区加美正覚
寺一丁目１番１１号

2775803576
株式会社さち介護セン
ター

ケアプランセンターさちの
家

大阪府大阪市平野区長吉長原
東一丁目７番１６号メゾンカ
タケ２１１号室

2775803741 株式会社紫
むらさきケアプランセン
ター

大阪市平野区背戸口5-6-17小
谷ビル東館3階

2775803659 株式会社大地
株式会社大地ケプランセン
ターみのり

大阪府大阪市平野区平野西5-
8-30

2775803824 株式会社バディ ケアプランセンター笑福 大阪市平野区平野本町2-6-17

2775803840 合同会社ＩＭクオリティ ケアステーションいぶき 大阪市平野区西脇1-20-13

2775803857 株式会社はな 居宅介護支援事業所はな 大阪市平野区瓜破1-9-22-201

2775803923
株式会社エス・エンター
プライズ

ケアプランセンターアン
シャンテ

大阪市平野区瓜破1-2-32プチ
シャトー103号

2775803964 合同会社たか愛 平野ケアセンターたか愛
大阪市平野区喜連東1-7-21ラ
オーブⅢ１０１

2775803972 合同会社長寿会
ふれ逢いケアプランセン
ター

大阪市平野区喜連西3-13-22

2775804038 株式会社よつ葉
ラッキーリーフケアプラン
センター

大阪市平野区喜連2-6-31

2775804152 株式会社エテルノ
ケアプランセンター羽ばた
き

大阪市平野区喜連西5-3-40-
203

2775803659 株式会社大地 ケアプランセンターみのり
大阪府大阪市平野区平野西五
丁目８番３０号

2775803733 株式会社ウォームス
ウォームスケアプランセン
ター

大阪府大阪市平野区長吉長原
東三丁目１番３２号

2775803741 株式会社紫
むらさきケアプランセン
ター

大阪府大阪市平野区背戸口五
丁目６番１７号

2775803766 合同会社笑輪舎
自立支援センターさんぽみ
ち

大阪府大阪市平野区喜連西四
丁目６番２６号ロジーパレス
平野５０１

2775803824 株式会社バディ ケアプランセンター笑福
大阪府大阪市平野区喜連五丁
目４番２９号一階５号室

2775804293
特定非営利活動法人リス
ペクトの会

リスペクトの会
大阪府大阪市平野区喜連3-1-
51オフィス村上101

2775804301 株式会社ルクプル ルクプル介護保険事務所
大阪府大阪市平野区背戸口5-
6-7-102

2775804509 ＡＩ合同会社 あんしん介護サービス
大阪府大阪市平野区瓜破東2-
10-23-303

2775804624 合同会社ｅｍｉｃ ケアプランセンターたすく
大阪府大阪市平野区加美北1-
1-11

2775804707
社会福祉法人慈恵園福祉
会

ながよし苑居宅支援事業所
大阪府大阪市平野区長吉川辺
3-7-27

2775804723
社会福祉法人慈恵園福祉
会

ながよし苑北ケアセンター
大阪府大阪市平野区平野馬場
2-5-24



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 西成区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2773300013 社会福祉法人慈福会
成南地域在宅サービスス
テーションめぐみ

大阪府大阪市西成区千本北二
丁目１２番２号

2773300021 社会福祉法人白寿会
ライフサポートセンター白
寿苑

大阪府大阪市西成区南津守七
丁目１２番３２号

2773300039
社会福祉法人大阪市西成
区社会福祉協議会

西成区在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市西成区岸里一丁
目５番２０号

2773300062 社会福祉法人枚方療育園 山愛居宅介護支援事業所
大阪府大阪市西成区南津守一
丁目４番７号

2773300112 医療法人山紀会
医療法人山紀会ケアプラン
センター

大阪府大阪市西成区南津守四
丁目５番２０号

2773300260 株式会社和田
在宅介護サポートサービス
（株）和田

大阪府大阪市西成区玉出中二
丁目１番２５号

2773300294
有限会社メイケン・ファ
ミリー

大阪在宅ケア支援の会・メ
イケン介護保険ケアプラン
センター

大阪府大阪市西成区岸里東一
丁目４番１９号高島マンショ
ン１階

2773300377 株式会社ベルカインズ 株式会社ベルカインズ
大阪府大阪市西成区潮路二丁
目１７番６号

2773300419 社会福祉法人慈福会
天下茶屋地域在宅サービス
ステーションのぞみ

大阪府大阪市西成区天下茶屋
東二丁目１５番１２号

2773300427 株式会社ケア２１ ケア２１西成
大阪府大阪市西成区千本中一
丁目１番１号エムズ岸里３０
５号室

2773300443 医療法人小池外科
ケアプランセンターレジデ
ント梅南

大阪府大阪市西成区梅南三丁
目８番３５号

2773300518 大黒株式会社 だいこく介護館
大阪府大阪市西成区花園南一
丁目６番２０号

2773300542 有限会社アミィ アミィ介護サービス
大阪府大阪市西成区花園北一
丁目１０番１７号

2773300658 アースサポート株式会社 アースサポート大阪西成
大阪府大阪市西成区橘一丁目
３番６号

2773300740
株式会社ハート介護サー
ビス

ハート介護サービス天下茶
屋

大阪府大阪市西成区花園南二
丁目７番８号泰山第一ビル

2773300781 砂原建設株式会社 スナハラ介護サービス
大阪府大阪市西成区花園北二
丁目２番１０号

2773300849 ピースクルーズ株式会社
ケアプランセンタークルー
ズ

大阪府大阪市西成区天下茶屋
二丁目２１番１０号

2773300930
有限会社ミオコーポレー
ション

ミオ介護サービス
大阪府大阪市西成区長橋一丁
目１３番１０号アベニュー・
フロベールマンション１階

2773300997 株式会社ジール ジールケアプランセンター
大阪府大阪市西成区梅南一丁
目８番２１号ルネ・サンライ
ズ１階

2773301011 有限会社ＳＩＲＩＵＳ シリウスケアサービス
大阪府大阪市西成区鶴見橋一
丁目１５番１８号

2773301060 有限会社希望のさと 希望のさと１
大阪府大阪市西成区花園北一
丁目７番９号

2773301136 医療法人大鵬会
医療法人大鵬会在宅サービ
スセンターみのり

大阪府大阪市西成区松一丁目
１番２４号

2773301185 有限会社インフィニット 社会福祉介護支援センター
大阪府大阪市西成区旭一丁目
９番２３号

2773301201 有限会社アート
あーと・ケアプランセン
ター

大阪府大阪市西成区千本南一
丁目１６番２号

2773301227
有限会社うらしま介護
サービス

有限会社うらしま介護サー
ビス

大阪府大阪市西成区花園北二
丁目１８番１６号

2773301250 合資会社アットホーム
ケアサービスセンターアッ
トホーム

大阪府大阪市西成区千本北一
丁目１０番２２号

2773301284 有限会社あすなろ あすなろケアセンター
大阪府大阪市西成区長橋三丁
目２番７号

2773301318
株式会社ヤマモト介護
サービス

ヤマモト介護サービスケア
プランセンター

大阪府大阪市西成区千本中一
丁目１８番２１号

2773301367 社会福祉法人大阪自彊館 今宮ケアプランセンター
大阪府大阪市西成区天下茶屋
一丁目１７番１０号

2773301532
有限会社アカシカ介護
サービス

ケアプランセンターアカシ
カ

大阪府大阪市西成区花園南一
丁目７番２０号シャトーパル
テール１階Ａ－３号室

2773301706
有限会社ヤマダケアサ
ポート

ファニー介護サービス西成
大阪府大阪市西成区潮路一丁
目５番１８号マンションえび
す１０５号

2773301722
有限会社さくらケアサー
ビス

さくらケアプランニング
大阪府大阪市西成区萩之茶屋
二丁目７番２０号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 西成区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2773301813 日本建装株式会社 介護センター虹
大阪府大阪市西成区花園南二
丁目２番２１号

2773301839 株式会社アドナ まほらケアステーション
大阪府大阪市西成区天下茶屋
北二丁目３番１８号

2773301888
特定非営利活動法人ジョ
イフルさつき

ケアプランサービスさつき
大阪府大阪市西成区鶴見橋二
丁目８番１号

2773301938 有限会社白い鳥
ケアプランセンター白い鳥
西成

大阪府大阪市西成区玉出中一
丁目１５番２号サン玉出マン
ション

2773302027 有限会社青空 青空ケアセンター
大阪府大阪市西成区千本南一
丁目１６番３号

2773302068
有限会社ハートケア介護
グループ

ハートケア介護センター
大阪府大阪市西成区千本北一
丁目１３番１７号

2773302076
有限会社ナンクルナイ
サァーケアネット

有限会社ナンクルナイ
サァーケアネット

大阪府大阪市西成区南津守三
丁目３番２２号

2773302134 特定非営利活動法人とも らくだケアプランセンター
大阪府大阪市西成区岸里三丁
目７番１３号

2773302209 有限会社フローレンス 有限会社フローレンス
大阪府大阪市西成区太子一丁
目５番３号

2773302258
社会福祉法人山王みどり
会

ケアプランセンターみどり
苑

大阪府大阪市西成区山王一丁
目６番５号

2773302332 有限会社ＬＯＶＥＬＹ マユウ介護サービス
大阪府大阪市西成区鶴見橋三
丁目２番２９号１階

2773302373
特定非営利活動法人バリ
アフリーサービスつばさ

バリアフリーサービスつば
さケア・ステーション

大阪府大阪市西成区花園北二
丁目５番７号

2773302381 日本建装株式会社 介護センター虹天下茶屋
大阪府大阪市西成区橘二丁目
７番１６号メゾンエンゼル１
Ｆ

2773302415 コスモス株式会社
コスモスみかんの花ケアプ
ランセンター

大阪府大阪市西成区松一丁目
９番１号

2773302464 有限会社やわらぎ
やわらぎ介護サービスケア
プランセンター

大阪府大阪市西成区南津守四
丁目１番６９号

2773302555 医療法人幸裕会
医療法人幸裕会居宅介護支
援事業所

大阪府大阪市西成区花園南二
丁目７番８号泰山第一ビル１
０３

2773302563 医療法人ダイワ会
おとしよりすこやかケアプ
ランセンター南部花園館

大阪府大阪市西成区梅南一丁
目４番２６号

2773302613 有限会社陽だまり うららケアプランセンター
大阪府大阪市西成区花園南一
丁目１番１２号

2773302647
株式会社ふれんど介護
サービス

ケアプランセンターふれん
ど

大阪府大阪市西成区岸里三丁
目１番２５号シャルム岸里１
階

2773302654 有限会社ころっけ
ケアプランセンターキャベ
ツ

大阪府大阪市西成区花園北二
丁目１番８号

2773302670 株式会社藤原 ほのか介護センター
大阪府大阪市西成区松一丁目
１０番３０号花園ハイツ１階

2773302712
わかさケアサービス合同
会社

わかさケアサービス 大阪市西成区鶴見橋2-5-18

2773302746 美宙株式会社 介護センターひばり
大阪府大阪市西成区岸里一丁
目４番１５号エクセレント大
豊２階Ｂ号

2773302795 株式会社サンタ サンタケアセンター
大阪府大阪市西成区玉出西二
丁目１８番４号

2773302803 エルケア株式会社
エルケア株式会社エルケア
西成ケアプランセンター

大阪府大阪市西成区岸里三丁
目１０番１４号シェポールK
＆M３階３０１号

2773302852 株式会社美咲 ケアプランセンター美咲
大阪府大阪市西成区旭一丁目
１番６号

2773302894
ＳＵＮ　ＰＬＡＣＥ株式
会社

ひまわりケアセンター岸里
大阪府大阪市西成区潮路二丁
目１７番３号

2773302951 合同会社優 介護ステーション優
大阪府大阪市西成区玉出西1-
1-13

2773303025
医療法人純和会竹本診療
所

ケアプランセンター竹本診
療所

大阪府大阪市西成区千本北二
丁目２９番１６号

2773303041 株式会社トレフル
ケアプランセンター・
フォーユー

大阪府大阪市西成区鶴見橋一
丁目６番２１号シャトー第７
花園１階

2773303058 有限会社リバンブー ヘルパーサービスアスカ 大阪市西成区岸里東1-7-4

2773303116 合同会社ハンド 介護サービスはんど
大阪府大阪市西成区松三丁目
５番１２号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 西成区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2773303199 株式会社ＬＯＯＰ 介護サービスるーぷ
大阪府大阪市西成区花園南一
丁目１０番２５号

2773303207 株式会社サン医療 ケアサポート７
大阪府大阪市西成区天下茶屋
二丁目６番１７号

2773303215 株式会社あいぷらす あいぷらすケアセンター
大阪府大阪市西成区萩之茶屋
一丁目６番１３号

2773303256 株式会社タスク あとむケアプランセンター
大阪府大阪市西成区松一丁目
２番８号晃大ビル１階１０２
号

2773303264 株式会社エバ エバ・みつばち
大阪府大阪市西成区岸里三丁
目１１番２０号

2773303330
株式会社アキヨシコーポ
レーション

アキヨシ介護サービス
大阪府大阪市西成区岸里東一
丁目２５番８号岸ノ里ニュー
ハイツ１０９号・１１０号

2773303389 株式会社シーサー
シーサーケアプランセン
ター

大阪府大阪市西成区千本中一
丁目４番２２号

2773303397 有限会社ドーモ 居宅支援１
大阪府大阪市西成区花園南二
丁目７番８号

2773303405
日清住宅サービス株式会
社

やすらぎのオレンジ館
大阪府大阪市西成区鶴見橋一
丁目２番３号

2773303579 株式会社芳野 ドレミケア
大阪府大阪市西成区梅南一丁
目６番１９号

2773303686 合同会社アイケイ サポートハウス花花
大阪府大阪市西成区天下茶屋
二丁目２２番８号Ｋ１ビル３
０１

2773303694
特定非営利活動法人多文
化福祉センターＣＡＭＩ
ＣＡ

ともりケアサポート
大阪府大阪市西成区聖天下１
－１２－１１

2773303777 株式会社商岡田 そーしゃるさぽーと憩
大阪府大阪市西成区南開二丁
目２番７号

2773303785 株式会社美野里 居宅介護支援事業所美野里
大阪府大阪市西成区潮路一丁
目１０番２３号エンゼルビル
６０２号室

2773303819
有限会社トータル・テッ
ク

介護サービス癒
大阪府大阪市西成区玉出西一
丁目４－１

2773303843 株式会社寿寿 ケアプランセンター翁
大阪府大阪市西成区梅南一丁
目２番２６号１０８号室

2773303850
有限会社グローバルス
テージ

ケアプランセンターうりず
ん

大阪府大阪市西成区潮路二丁
目１７番５号

2773303926 株式会社きぼう ケアプランセンターきぼう
大阪府大阪市西成区玉出中一
丁目２番９号ハイツ玉出館１
階

2773303942 株式会社ニュービレッジ 介護の歩
大阪府大阪市西成区千本北一
丁目１１番１５号

2773304007 株式会社りんどう
りんどうケアプランセン
ター

大阪府大阪市西成区松一丁目
４番２８号１階１号、２号

2773304015
合同会社ＳＨＩＮＤＯ－
ＦＵＪＩ

ケアプランセンターよツ葉
大阪府大阪市西成区橘二丁目
４番２０号

2773304023 合同会社大きな木 介護サービス大きな木
大阪府大阪市西成区花園南一
丁目１０番３０号

2773304072 ルナーダ株式会社 美月ケアプラン
大阪府大阪市西成区玉出東二
丁目９番２２号ナント手塚山
ビル２Ｆ

2773304106 医療法人山紀会
医療法人山紀会やまき介護
すてーしょんケアプランセ
ンター

大阪府大阪市西成区千本南一
丁目２３番２８号

2773304197 株式会社トルチェ ＡＭケア玉出

大阪府大阪市西成区玉出西二
丁目４番８号トルチェアミー
クラブ玉出３０８号室、３０
９号室

2773304205
株式会社セーフティホー
ム

介護支援サービスエバーラ
イフ

大阪府大阪市西成区萩之茶屋
一丁目１４番１３号

2773304270 合同会社エリー エリー介護サービス
大阪府大阪市西成区萩之茶屋
1-12-13

2773304304 株式会社マザーハウス
天神の森ケアプランセン
ター

大阪府大阪市西成区岸里東二
丁目１４番１０号

2773304353 合同会社スマイル 介護サービスすまいる
大阪府大阪市西成区千本南一
丁目１９番１３号

2773304379 株式会社錦
ケアプランセンターこもれ
び

大阪府大阪市西成区天下茶屋
東一丁目２０番５号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 西成区 　）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2773304387 合同会社シクロ シクロケアプランセンター
大阪府大阪市西成区鶴見橋一
丁目４番１４号

2773304460 有限会社未来 ラブケアプランセンター
大阪市西成区岸里東1-7-9エ
フディーエスフィオーレ605
号

2773304478 合同会社ＳＯＪＩ
ウィズユーケアプランセン
ター

大阪市西成区天下茶屋１－２
４－１０

2773304486
合同会社仲原コーポレー
ション

西天下茶屋ケアセンター
大阪市西成区橘3-6-22仲原マ
ンション2階3号

2773304627 合同会社ひばり 居宅介護支援ひばり 大阪市西成区岸里東2-11-15

2773304676 株式会社ワムサポート
はーとらいふ西成ケアプラ
ンセンター

大阪市西成区太子1-12-9

2773304742 株式会社みず ケアプランみず
大阪府大阪市西成区山王2-
10-15

2773304858 株式会社たけだ たけだケアセンター 大阪市西成区花園南1-4-9

2773304882
株式会社エム・ワイコー
ポレーション

居宅介護支援センターウィ
ズ

大阪府大阪市潮路2-11-19

2773304890 合同会社アイム アイム介護支援センター
大阪府大阪市西成区天下茶屋
3-23-18-503

2773304908
大阪きづがわ医療生活協
同組合

大阪きづがわ医療福祉生活
協同組合西成民主診療所ケ
アプランセンターさくら

大阪市西成区松２－１－７

2773304940
株式会社ヤマモト介護
サービス

ヤマモト介護サービスケア
プランセンター山王

大阪市西成区山王1-14-10

2773304957 株式会社心介護サービス 居宅介護支援事業所ぼうし
大阪府大阪市西成区山王3-
10-17

2773305012
株式会社ヤマモト介護
サービス

ヤマモト介護サービスケア
プランセンター千本中

大阪府大阪市西成区千本中1-
18-21

2773305061
株式会社さち介護セン
ター

アークケアプランセンター
大阪府大阪市西成区千本中1-
3-1

2773305087
株式会社あさひ在宅サー
ビスセンター

あさひ在宅サービスセン
ター

大阪府大阪市西成区旭1-9-20

2773305194
株式会社ももケアセン
ター

ももケアプランセンター
大阪府大阪市西成区鶴見橋1-
14-37アーバンハイツK5.201

2773305251 株式会社モネ
ケアプランセンターはじま
りは今

大阪府大阪市西成区岸里2-
11-2むらきホームズ１階

2773305343 株式会社メッセージ
メッセージケアプランセン
ター天下茶屋

大阪府大阪市西成区花園南2-
5-10

2773305582 株式会社ウイング
ケアプランセンターおむす
び

大阪府大阪市西成区玉出東１
-9-18-205



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （市外）

介護保険
事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

2710502044 医療法人河和会 医療法人河和会河和会病院 大阪府和泉市鶴山台二丁目４番７号

2713203640 医療法人橋本クリニック 医療法人橋本クリニック 大阪府守口市金下町二丁目１２番５号

2715008948 医療法人真和会 医療法人真和会真和整形外科 大阪府東大阪市荒川一丁目５番２４号

2763790033 セフティライフ株式会社 シニアハウス花みずき 大阪府摂津市東一津屋12-5

2764890055 社団法人松原市医師会
社団法人松原市医師会医療介護セン
ター

大阪府松原市新堂一丁目６０２番地の４

2770100226 社会福祉法人五常会 ゆーとりあケアプランセンター 大阪府堺市中区見野山１６４番地

2770100309 社会福祉法人美亘会 雅老園ケアプランセンター 大阪府堺市堺区楠町二丁１番２０号

2770100432 社会福祉法人フローラ藤の会 はーとらんど居宅介護支援事業所 大阪府堺市西区津久野町1-7-20

2770100622 財団法人浅香山病院
在宅介護支援センターみあ・かー
さ・居宅介護支援事業所

大阪府堺市堺区今池町四丁４番１２号

2770100739 社会福祉法人稲穂会 やすらぎの園居宅介護支援事業所 大阪府堺市中区深井畑山町2528-1

2770101042 社会福祉法人美木多園 介護サポートセンター美樹の園 堺市南区美木多上1277-1

2770101257 生活協同組合エスコープ大阪
エスコープ大阪サポートセンター泉
北

大阪府堺市南区小代７２７番地

2770101398 社会福祉法人おおとり福祉会 朗友サロンケアプランセンター 大阪府堺市西区草部７４３番地

2770101430 社会福祉法人堺福祉会 ケアプランセンターハートピア泉北 大阪府堺市西区太平寺３３１番地１

2770102149 社会福祉法人宝生会 ブレス南花田ケアプランセンター 大阪府堺市南花田町530

2770103246 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターベルマージュ堺
大阪府堺市堺区田出井町１番２－１００号ベル
マージュ堺弐番館

2770103287 医療法人恒進會
医療法人恒進會バウムケアプランセ
ンター

大阪府堺市南区豊田４０番地

2770103550 有限会社ケアセンターつばめ 有限会社ケアセンターつばめ
大阪府堺市中区深阪２１１２番地第１シンコー
マンション１階

2770103832 株式会社青山ケアサポート 青山ケアセンター野尻 大阪府堺市東区野尻町192-17

2770104020 合資会社プレゼンス ケアプランハウスクッキー 堺市中区福田1305-5

2770104038
青空在宅介護サービスセンター
株式会社

青空在宅介護サービスセンター 大阪府堺市北区新金岡町五丁３番２２３号

2770104780 アンドライフサービス株式会社 居宅介護支援事業所あんどらいふ 大阪府堺市北区船堂町１丁２番２－２０１号

2770105183 三和機電工業株式会社 居宅介護支援事業所さんらい 大阪府堺市堺区宿院町東2-2-15さんらいビル

2770105332 シャローム株式会社 やすらぎの介護シャローム泉北 大阪府堺市南区大庭寺２９４番地の１

2770105506 株式会社せせらぎ トータルケアセンターせせらぎ 大阪府堺市西区鳳西町一丁６８番地１８

2770105670 有限会社笑若庵 笑若庵ケアプランセンター 大阪府堺市堺区新明町東３－１－３２

2770106140 特定非営利活動法人バナナ バナナケアプランセンター
大阪府堺市中区八田南之町３５７番地の３１０
２号　Ｂ

2770106157 株式会社ラムコジャパン 友愛ひだまりサロン 大阪府堺市北区南花田町365-1

2770106165 有限会社栄友社 栄友社ケアプランセンターほのか 大阪府堺市堺区向陵西町4-12-21

2770106264 株式会社青山ケアサポート 青山ケアセンター泉ヶ丘 大阪府堺市南区槇塚台三丁１番５

2770106611 有限会社空 (有)空介護ステーションいろは 大阪府堺市南区宮山台二丁１番１０号

2770107122 社会福祉法人南の風 居宅介護支援事業所アル・ソーレ 大阪府堺市堺区甲斐町西二丁１番１５号

2770107130 有限会社ドリーム ケアプランセンタードリーム
大阪府堺市堺区向陵中町六丁２番１４－３０７
号

2770107361 医療法人暁美会 田中病院居宅介護支援事業所 大阪府堺市美原区黒山３９番地の１０

2770107866 有限会社ライフステージ 介護支援センターケアリハ堺 大阪府堺市堺区九間町西二丁２番３２号

2770108153 有限会社フルサポート ふるさぽーとケアプランセンター 大阪府堺市東区日置荘原寺町４５４番６号

2770108781 有限会社木の実 木の実ケアプランセンター 大阪府堺市堺区寺地町東一丁２番４号

2770300032
有限会社山本和子介護支援事務
所

有限会社山本和子介護支援事務所 大阪府寝屋川市国松町８番１号

2770300073 株式会社ぽぷら ぽぷらケアプランセンター 大阪府寝屋川市川勝町１１番２８号

2770300156 社会福祉法人珠寿会
輝きのまちケアハウス池田居宅介護
支援事業所

寝屋川市池田本町5-15

2770300214 社会福祉法人百丈山合掌会 合掌在宅介護支援センター 大阪府寝屋川市成田東が丘28-7

2770300776 株式会社ベル ケアステーションベル 寝屋川市東大利町2-19

2770301030 株式会社ケア21 ケア21寝屋川 大阪府寝屋川市池田3-9-5

2770301220 社会福祉法人淳風会
居宅介護支援事業所グリーンヒル淳
風

寝屋川市太秦高塚町9-1



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （市外）

2770302269 有限会社日本シルバーサービス ナショナルケアセンター 大阪府寝屋川市北大利町４番６号川口ビル

2770302632 株式会社南心堂 南心堂ケアマネージャー事務所 大阪府寝屋川市木屋町14-10

2770302756 株式会社リスコ リスコケアマネジメント寝屋川
大阪府寝屋川市高柳七丁目１１番４号坂川マン
ション３０３号

2770302939 株式会社プランティフル ケアセンターきずな 大阪府寝屋川市池田三丁目６番３５号

2770500045 社会福祉法人芳春会 ビオラ和泉居宅支援事業所 大阪府和泉市和気町3-5-19

2770500078 社会福祉法人悠人会 ふちゅう介護相談センター 大阪府和泉市肥子町一丁目１１番７号

2770500268 医療法人啓仁会 咲花居宅介護支援センター 大阪府和泉市のぞみ野一丁目３番３０号

2770500896
特定非営利活動法人コミュニ
ティ・ケア・ネットいずみ

コミュニティ・ケア・ネットいずみ
居宅介護支援事業所

大阪府和泉市のぞみ野一丁目２番４１号

2770501068 医療法人大泉会 介護支援センターくろいし 大阪府和泉市黒石町566-1

2770501076 医療法人和泉会 居宅介護支援事業所ザ・シーズン 大阪府和泉市のぞみ野三丁目７７８番地５０

2770501829 有限会社快生 ケアプランセンター快生 大阪府和泉市唐国町1-5-48

2770600795 合同会社芳心 えにしケアプランセンター
大阪府泉大津市高津町１２番３９号Ｍ２ビル１
階

2770600803 株式会社ライフパートナー リーブルケアセンター泉大津 大阪府泉大津市条南町４番１号

2770700017 医療法人生登会
医療法人生登会てらもとケアプラン
センター

大阪府河内長野市古野町4番11号

2770700454 社会福祉法人天聖会 翠浩苑居宅介護支援事業所 大阪府河内長野市松ヶ丘中町1454-1

2770701072 有限会社ラフランス 介護支援センターみかん 大阪府河内長野市原町一丁目２０番２１号

2770701304 有限会社宙心 きらら 大阪府河内長野市大矢船西町２番２－１０７号

2770701684 株式会社ウェルライフ ケアプランセンターこっこちゃん 大阪府河内長野市汐の宮19-11-202

2770701767 株式会社縁 サポートセンター緑 河内長野市西之山町31-2

2770900070 社会福祉法人聖ヨハネ学園
ミス・ブール記念ホーム居宅介護支
援事業所

大阪府高槻市松が丘一丁目２１番９号

2770900120 有限会社アクティ
有限会社アクティ指定居宅介護支援
事業所

大阪府高槻市北園町２番８号

2770900211 医療法人祐生会 みどりヶ丘ケアプランセンター
大阪府高槻市緑が丘一丁目６番２号伊藤ビル１
階

2770900278 社会福祉法人博乃会
エイペックスひろの居宅介護支援事
業所

大阪府高槻市前島一丁目３６番１号

2770900385 社会福祉法人高志会 れんげ荘ケアプランセンター 大阪府高槻市三島江4-38-7

2770900294 株式会社トップケア トップケア介護プランセンター
大阪府高槻市城北町一丁目６番１９号カンプリ
城北ビル３階

2770900948 医療法人東和会 ケアプランセンター東和会ダイチ 大阪府高槻市宮野町２番４号

2770901102 アイケアライフ株式会社 アイケアライフ 大阪府高槻市清福寺町２０番１号

2770901177
株式会社テイクコーポレーショ
ン

テイク・ケア 大阪府高槻市紺屋町９番７号大一ビル１階

2770901789 社会福祉法人成光苑 高槻けやきの郷居宅介護支援事業所 大阪府高槻市番田一丁目６０番１号

2770901938 有限会社青山薬局 青山薬局介護支援センター 大阪府高槻市日吉台1-17-1

2770902431
社会福祉法人高槻ライフケア協
会

高槻ライフケア協会 大阪府高槻市明田町５番７号

2770903348 社会福祉法人多邦会 ケアプランセンター朋央 大阪府高槻市城南町二丁目４５番１０号

2771100043
株式会社生活支援センター・ひ
まわり

ケアプラン生活支援センター・ひま
わり

大阪府岸和田市大町４４８番地の５

2771101710 株式会社ヘリオス ケアプランセンターへリオス
大阪府岸和田市堺町２番１２号プレステージフ
ジ岸和田３０３号室

2771102379 ワタミの介護株式会社 ワタミ介護ステーション岸和田 大阪府岸和田市中井町2-12-4

2771102429 特定非営利活動法人バナナ バナナケアプランセンター岸和田 大阪府岸和田市池尻町３８４番地の３

2771200892 社会福祉法人犬鳴山 ケアプランセンターインテフィール 泉南郡田尻町りんくうポート北3-25

2771300437 社会福祉法人延寿会
ケアプランセンターふれあい二色の
浜

大阪府貝塚市澤５２５番１

2771301047 特定非営利活動法人あいうえお 介護支援センターあいうえお 大阪府貝塚市南町４番１６号ＳＳビル２０１号

2771400021 社会福祉法人ひじり福祉会 紅葉の郷居宅介護支援事業所 大阪府箕面市稲六丁目１１番２０号

2771400039 医療法人寿楽会
医療法人寿楽会箕面グリーンビィラ
居宅介護支援事業所

大阪府箕面市粟生間谷東一丁目３３番２５号

2771400856 株式会社アイ・シビル あい・シビル箕面サービスセンター 大阪府箕面市半町2-12-22

2771400963 有限会社あじさい あじさい箕面ケアセンター
大阪府箕面市桜井二丁目４番３号桜井ビル２０
３号室

2771400971 有限会社南風 ケアプラン元気づくり 大阪府箕面市百楽荘４丁目３番１５号

2771401052 株式会社あゆみ あゆみケアプランセンター箕面
大阪府箕面市西小路二丁目９番２９号箕面メイ
プル１０１号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （市外）

2771401078 医療法人神明会 居宅介護支援事業所アケソニア 大阪府箕面市粟生間谷西三丁目５番７号

2771401144 株式会社メッセージ メッセージケアプランセンター箕面 大阪府箕面市箕面四丁目８番４３号

2771600034 医療法人共愛会 相川ケアプランセンター 大阪府吹田市南高浜町３２番１９号

2771600042 医療法人蒼龍会
医療法人蒼龍会江坂ケアプランセン
ター

大阪府吹田市江の木町１４番１１号

2771600109
株式会社フレンド・ケアシステ
ム

フレンドケアプランセンター山田 大阪府吹田市山田市場１１番８号

2771600182 医療法人城見会 アムスケアプランセンター 大阪府吹田市竹見台3-6-12

2771600752 有限会社ハートフル・ケア
ハートフル・ケア居宅介護支援セン
ター居宅介護支援事業部

大阪府吹田市山田東二丁目１０番６号高橋ビル
２階

2771600760 株式会社ケア２１ ケア21吹田 大阪府吹田市南金田2-4-16

2771600984 医療法人ダイワ会 垂水居宅介護支援事業所 大阪府吹田市垂水町三丁目１９番５号

2771601230 社会福祉法人緑地福祉会
プレーゴ緑地公園ケアプランセン
ター

大阪府吹田市春日一丁目４番１号緑地マンショ
ン５０２号

2771601768 株式会社エンジェル 千里山東ケアプランセンター 大阪府吹田市出口町３２番１８号

2771601958 医療法人菊秀会 医療法人菊秀会居宅支援事業所 吹田市寿町2-15-1

2771602196 有限会社エイ・ネクスト あすなろⅠケアプランセンター 大阪府吹田市昭和町６番６号

2771602337 株式会社ケア２１ ケア２１千里丘 大阪府吹田市長野東１２番３２号エスト千里丘

2771602402 株式会社ダスキンゼロケア ゼロケア垂水町ステーション
大阪府吹田市垂水町三丁目４番２７号山本ビル
２０１号室

2771602592
株式会社日本エルダリーケア
サービス

さくらそう吹田
大阪府吹田市泉町一丁目２３番１５号第八関根
マンション２０１号室

2771603384 株式会社ビケンテクノ ケアプランメルシー吹田 大阪府吹田市金田2-12-1

2771603491
株式会社フレンド・ケアシステ
ム

フレンドケアプランセンター吹田 大阪府吹田市昭和町２番７号

2771603657 河村ケアマネジメント株式会社 介護サポート愛友 大阪府吹田市高浜町５番８号

2771603665 株式会社やさしい手 やさしい手江坂居宅介護支援事業所
大阪府吹田市江坂町一丁目１７番２６号エスプ
リ江坂４階

2771603871 オリックス・リビング株式会社
オリックスケアプランセンター南千
里

大阪府吹田市山田西三丁目２２番２号

2771604028 株式会社あかつき あかつき介護サービス 吹田市垂水町3-5-22

2771604044 合同会社川原福祉相談所
かわはら社会福祉士事務所独立型ケ
アプランセンター

吹田市千里山松が丘2-323

2771604465 株式会社クリア 吹田ケアプランオフィスユアーズ 大阪府吹田市江坂長1-7-7-701

2771900020 社会医療法人若弘会  竜間之郷居宅介護支援事業所 大東市御供田3-13-28

2771900053 社会福祉法人敬信福祉会 あいの里ケアプランセンター 大阪府大東市幸町１番７号

2771900285 医療法人仁泉会
医療法人仁泉会居宅介護支援事業所
阪奈苑

大阪府大東市寺川一丁目１番１号

2771900475 社会福祉法人慶生会 和光苑住道ケアプランセンター
大阪府大東市三住町２番７号シティワース２０
１号

2771900582 有限会社ケアフレンズ ケアフレンズ 大阪府大東市深野5-5-20

2771901234 有限会社あすなろ あおぞら大東 大阪府大東市新田西町５番地３号２０２号室

2771901317 社会福祉法人慶生会 和光苑諸福ケアプランセンター 大阪府大東市諸福一丁目１３番９号

2771901408 株式会社みやび みやびケアプランセンター 大東市栄和町15-14

2772400129 社会福祉法人秀美福祉会 アイリス居宅介護支援事業所 大阪府枚方市春日東町二丁目１２番１０号

2772400137 医療法人松徳会 医療法人松徳会居宅介護支援事業所 大阪府枚方市藤阪天神町１番６０号

2772400194 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター枚方駅前
大阪府枚方市新町一丁目１２番１号太陽生命枚
方ビル６階

2772400202 社会福祉法人東香会
香里いちょう園在宅介護支援セン
ター

大阪府枚方市東香里一丁目１８番１２号

2772400210 社会福祉法人福友会 居宅介護支援センターうぐいすの里 大阪府枚方市藤阪東町一丁目３番１０号

2772401382 医療法人大潤会 よしだじゅん介護保険相談所 大阪府枚方市磯島元町６番６号

2772401630 有限会社ケーワイケー介護サービス KYK介護サービス 枚方市樟葉朝日1-15-18

2772402182 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター香里 枚方市茄子作北町8-10

2772402521 有限会社ちゃっぴー ちゃっぴー居宅介護支援事業所 大阪府枚方市津田西町二丁目４番８号

2772402919 社会福祉法人松樹会 居宅介護支援センターつくしんぼ 大阪府枚方市交北二丁目１０番１号

2772403586 ひよどり介護サービス株式会社 ひよどりケアプランセンター 大阪府枚方市村野本町８番２８号

2772404048 オリックス・リビング株式会社
オリックスケアプランセンター香
里ヶ丘

枚方市香里ヶ丘3-8-52

2772404055 株式会社グラン グラン居宅介護支援事業所 大阪府枚方市中宮西之町1-7ひらかたヒルズ101
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2772404097 株式会社エル・クルー 日本介護医療センター枚方事業所
大阪府枚方市高野道二丁目２０番１号枚方ハイ
ツ３階３０４号

2772404154 医療法人みどり会 ケアプランセンターなごみ 枚方市長尾北町2-1845-1

2772404410 株式会社シモカワ 長寿介護サポートセンター 大阪府枚方市山田池東町２１番３５号

2772404741 株式会社メッセージ メッセージ枚方 大阪府枚方市出口1-5-25

2772500100
社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

万寿荘居宅介護支援事業所 大阪府池田市井口堂三丁目４番１号

2772500126 医療法人マックシール マックシールドットコム 大阪府池田市天神一丁目５番２２号

2772500555 有限会社ら・ら・ライフ
ら・ら・ライフ介護支援プランニン
グ

大阪府池田市天神１－８－１８－Ａ

2772500811 株式会社ＴＯ　ＳＵＮ めぐみ介護ステーション 大阪府池田市旭丘一丁目１番５号

2772501199 特定非営利活動法人リライフ かんのんケアプランセンター 大阪府池田市古江町4-12

2772600033 社会福祉法人ロータス福祉会
門真在宅サービス供給ステーション
居宅介護支援事業所

大阪府門真市堂山町25-20

2772600074 医療法人柏友会
居宅介護支援事業所・柏友会ケアプ
ランセンター

大阪府門真市北岸和田一丁目２番２３号

2772600181 株式会社ホービス 株式会社ホービス介護支援センター 大阪府門真市柳田町１３番２６号

2772600595 特定非営利活動法人ひかり ひかりケアセンター 門真市岸和田3-1-23

2772601122
有限会社ケイアイコーポレー
ション

介護ステーションわかば 大阪府門真市月出町６番３５号

2772601163 有限会社えくぼ えくぼケアセンター 大阪府門真市千石東町４０番１６号

2772602534 株式会社エイチウッド ケアセンターうさぎ 大阪府門真市岸和田2-1-31

2773200015 医療法人清水会
医療法人清水会鶴見緑地病院居宅介
護支援センター

大阪府守口市南寺方南通３丁目４番１３号

2773200601 株式会社ケア２１ ケア２１守口 大阪府守口市京阪本通1-3-2新近藤ビル4F

2773200742 有限会社ひびきケアセンター 有限会社ひびきケアセンター
大阪府守口市京阪本通一丁目１０番３２－４４
０号

2773200775 株式会社ヘルシーサービス
株式会社ヘルシーサービスライフ・
ケア事業部

大阪府守口市来迎町３番２３号ダイハンビル３
階

2773200866
生活協同組合おおさかパルコー
プ

パル守口福祉センター 大阪府守口市大枝東町１４番２２号

2773201047 有限会社あいらんど あいらんど居宅介護支援センター 大阪府守口市八雲東町二丁目２８番３号

2773201120 有限会社ロイヤル・ケア ロイヤル・ケアマネジメント 大阪府守口市八雲西町一丁目１５番２号

2773201146 京阪ライフサポート株式会社 京阪ライフサポート守口ケア 大阪府守口市寺内町1-13-8

2773201278 株式会社ピュアライフ 介護ステーションくらら 大阪府守口市馬場町2-1-10ﾙﾈｽﾌﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙ守口1F

2773201310 有限会社スノードロップ ケアセンタースノードロップ 大阪府守口市豊秀町一丁目４番１号

2773201336 株式会社ツクイ ツクイ守口 守口市南寺方中通3-12-10

2773201393 有限会社天使の羽根 天使の羽根ケアプランセンター 大阪府守口市祝町６番３号

2773201443 有限会社ももの木鍼灸院 はり灸ケアプランセンター守口 大阪府守口市松町１番１０号

2773201674 株式会社ピー・アイ・エス
ピー・アイ・エスケアプランセン
ター

大阪府守口市寺方元町一丁目１６番７号

2773201815 株式会社ライフメイト ゆうあいケアプランセンター守口 大阪府守口市京阪本通2-1-5　川口ビル5階

2773202094 エヌ・エス・ケイ株式会社 温泉屋ケアサービス 大阪府守口市寺方錦通一丁目１番１号

2773202243 株式会社デイケア憩 ケアマネージメント輻 大阪市守口市寺方本通4-1-3

2773202540 社会福祉法人清水福祉会 鶴見緑地苑居宅介護支援事業所 大阪府守口市菊水通3-16-2

2773400755 社会福祉法人邦寿会
ケアプランセンターどうみょうじ高
殿苑

大阪府藤井寺市道明寺三丁目２番２号

2773400961 合同会社藤井寺介護の家 ケアプランセンター介護の家 大阪府藤井寺市東藤井寺町12-28

2773400995 医療法人ラポール会 あおやま病院ケアプランセンター 藤井寺市野中4-16-25

2773500042 社会福祉法人成和会 菊水苑居宅介護支援事業所 大阪府南河内郡河南町大字加納元南１７番地

2773500802 株式会社であい ケアプランセンターであい
大阪府南河内郡太子町大字山田２６４９番地の
１グリーンハイツ田中２０４号室

2773600032 社会福祉法人もくせい会 きんもくせいケアプランセンター 大阪府交野市南星台二丁目５番１５号

2773600040 株式会社メディケア・リハビリ ハートケア交野 大阪府交野市私部西四丁目１１番１８号

2773600081 社会福祉法人豊年福祉会 ケアプランセンター明星 大阪府交野市藤が尾二丁目５番２２号

2773700022 有限会社ケーテーサービス
居宅介護支援事業所・ケアプランセ
ンターエル

大阪府摂津市鳥飼上三丁目５番３０号

2773700659 有限会社笑コーポレーション 笑ケアマネジメント 大阪府摂津市新在家二丁目２７番４１号

2773700774 株式会社ハート 介護センタードリーム 大阪府摂津市千里丘東2-4-17カルム千里丘101
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2773800061 株式会社メディケア・リハビリ ハートケア羽曳野 大阪府羽曳野市羽曳が丘三丁目２０３番地１

2773800087
社会福祉法人四天王寺福祉事業
団

四天王寺非田院ケアプランセンター 大阪府羽曳野市学園前6-1-1

2773800707 株式会社青山ケアサポート 青山ケアセンター羽曳野 大阪府羽曳野市伊賀四丁目６番１号

2773801176 医療法人健泉会
医療法人健泉会西松庵ケアプランセ
ンター

大阪府羽曳野市恵我之荘五丁目１番２５号

2773801366 医療法人祐青会 ゆうせいケアプランセンター 羽曳野市古市5-5-13

2773900440 医療法人誠友会
医療法人誠友会ケアプランリバ
ティー

大阪府三島郡島本町水無瀬二丁目５番１号２階

2774000133 医療法人北斗会 ケアプランアドバイスセンターさわ 豊中市城山町1-9-1

2774000166
社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

豊寿荘居宅介護支援事業所「ゆた
か」

大阪府豊中市新千里西町二丁目７番２号

2774000349 株式会社ウラノ  株式会社ウラノ 堺市美原区平尾2790番地の1

2774000505 有限会社いきいきステーション 有限会社いきいきステーション
大阪府豊中市本町四丁目１番２２号シーズビル
ＢのＡ

2774000620 大阪中央警備保障株式会社
大阪中央警備保障株式会社中央介護
センターサン

大阪府豊中市服部元町二丁目３番１０号（柴野
ビル３階）

2774000794
財団法人豊中市医療保健セン
ター

財団法人豊中市医療保健センター居
宅介護支援事業所かがやき

大阪府豊中市刀根山元町５番６０号

2774001180 株式会社ベネッセスタイルケア ベネッセ介護センター豊中 大阪府豊中市末広町1-9-13

2774001420
株式会社コスモホームヘルプ
サービス

株式会社コスモホームヘルプサービ
ス豊中

大阪府豊中市庄内東町三丁目８番２３号タナッ
ク２１　２階

2774001578 社会福祉法人淳風会 居宅介護支援事業所淳風とよなか 大阪府豊中市二葉町1-19-31-202

2774001677 株式会社メッセージ メッセージケアプランセンター豊中 大阪府豊中市上新田一丁目６７番２号

2774001685 有限会社みらい 有限会社みらい豊中ステーション 大阪府豊中市西緑丘三丁目２２番２０号

2774001867 特定非営利活動法人ほがらか
特定非営利活動法人ほがらかケアセ
ンター

大阪府豊中市服部元町一丁目６番１１－４０１
号（中西ビル４０１号）

2774001917 有限会社ピグマリオン
ピグマリオン指定居宅介護支援事業
所

大阪府豊中市寺内二丁目１３番５１号ＴＧＣマ
ンション第９－２０３号

2774002006 社会福祉法人豊中愛和会 ケアプランセンターあいわ 大阪府豊中市寺内一丁目１番１０号

2774002204 大阪中央警備保障株式会社
中央介護センターサン庄内ステー
ション

大阪府豊中市庄内幸町三丁目２０番５号（メゾ
ンハピネス１階）

2774002485 有限会社藤 ケアステーション藤
大阪府豊中市服部豊町一丁目６番１６号冨士メ
イトマンション１０１号

2774002824 社会福祉法人日光会 二葉園居宅介護支援事業所 大阪府豊中市二葉町2-4-26

2774002865 社会福祉法人福祥福祉会 ケアプランセンター豊泉家豊中 大阪府豊中市上新田三丁目１０番３５号

2774002907 株式会社ハート介護サービス ハート介護サービス豊中
大阪府豊中市中桜塚二丁目２０番９号センター
ビル５階

2774002956
株式会社日本エルダリーケア
サービス

さくらそう豊中
大阪府豊中市曽根東町三丁目５－３コマウイン
グ２０１

2774003210 有限会社らるご
居宅介護ケアプランセンターゆうゆ
う

大阪府豊中市蛍池南町３－７－１６

2774003426 株式会社デミック デミックケアセンター豊中
大阪府豊中市南桜塚三丁目１５番９号ハイツＫ
ＥＹＡＫＩ１０１号

2774003822 株式会社やくも ケアプランセンターやくも 大阪府豊中市豊南町西四丁目３番６号

2774003830 ケアエンタープライズ株式会社 ケアプラン豊中 大阪府豊中市服部本町1-6-28-3階

2774003962 株式会社オキュベーション 居宅介護支援事業所さんぽみち 大阪府豊中市庄内西町5-9-25-1階

2774004200 株式会社ユミコーポレーション 居宅介護ユミケア 大阪府豊中市中桜塚2-21-7-5F

2774004226 株式会社まごころケア まごころケア豊中 大阪府豊中市服部西町一丁目３番２８号

2774004572
株式会社チャーム・ケア・コー
ポレーション

チャームケアプランセンター豊中
旭ヶ丘

大阪府豊中市旭丘1-13

2774004630 ヘルスケア介護株式会社 ケアプランセンターヘルスケア庄内 大阪府豊中市庄内栄町2-4-6

2774004762 社会福祉法人池田さつき会 ケアプランセンターポプラ豊中南 大阪府豊中市大島町1-3-1

2774004903 社会福祉法人豊中愛和会 ケアプランセンターあいわ豊中南 豊中市野田町2-3

2774005181 株式会社光研
ケアプランセンターコーケン庄内営
業所

大阪府豊中市庄内幸町2-2-39

2774005389 株式会社久保工務店 ケアプランセンターゆかひ 大阪府豊中市大島町3-2-3

2774200097 社会福祉法人慶徳会 ケアプランセンター静華苑 大阪府茨木市見付山一丁目１１番１号

2774200154 有限会社さくら薬局 さくら薬局ケアプランセンター
大阪府茨木市上中条一丁目１１番７号有限会社
さくら薬局内

2774200261
社会福祉法人恩賜財団済生会支
部大阪済生会

介護老人保健施設ライフサポート茨
木

大阪府茨木市見付山2-1-39

2774201608 有限会社まごの手サービス ケアプランセンターまごの手
大阪府茨木市駅前四丁目２番２８号駅前四丁目
オフィス３階

2774201699 社会福祉法人信仁会 在宅介護支援センター春風 大阪府茨木市南安威二丁目１０番５号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （市外）

2774202978 社会福祉法人智恩福祉会  ケアプランセンターけいあいの里 茨木市目垣3-12-5

2774500025 社会福祉法人来友会 居宅介護支援事業所らいゆう
大阪府泉佐野市上町一丁目３番４号コートサイ
ドビル２０１号

2774501429 株式会社春陽 うららか 大阪府泉佐野市土丸１９９番地の１

2774600221 社会福祉法人明寿会 はくとうケアプランセンター 大阪府柏原市大字青谷２１０４番地１

2774600577 有限会社介護センター安堂 介護センター安堂
大阪府柏原市安堂町５番３０号サンハイツⅡ２
０５号室

2774600627
特定非営利活動法人こころネッ
ト

サポートセンターこころ 大阪府柏原市旭ケ丘一丁目４番５１号

2774600742 医療法人養心会
医療法人養心会ケアプランセンター
旭ヶ丘

大阪府柏原市旭ヶ丘4-672

2774600916 株式会社たかし福祉士会 かいご相談所あきやま 大阪府柏原市法善寺4-336-13

2774700021 社会福祉法人芙蓉福祉会 青山荘在宅介護支援センター 大阪府豊能郡能勢町平野１４２番地の９

2774700039
社会福祉法人豊能町社会福祉協
議会

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

大阪府豊能郡豊能町吉川１８７番地豊能町立保
健福祉総合施設豊悠プラザ内

2774800011 社会福祉法人聖徳会 まつばらケアプランセンター 大阪府松原市阿保三丁目１４番２２号

2774800060 医療法人徳洲会
医療法人徳洲会介護老人保健施設松
原徳洲苑介護センター

大阪府松原市天美東七丁目１３番２６号

2774800086 社会福祉法人堺暁福祉会 遊づる居宅介護支援事業所 大阪府松原市岡一丁目１８４番地の１

2774800136 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター松原 大阪府松原市三宅中三丁目１６番２号

2774800326 有限会社介護サロンしあわせ 有限会社介護サロンしあわせ 大阪府松原市北新町六丁目１７番２５号

2774800540 株式会社サンリック 天美東ケアプランセンター
大阪府松原市天美東七丁目７番１号メゾン・ブ
ランシュ１階北側号室

2774800805 有限会社クローバー
ケアプランセンタークローバーハウ
ス

大阪府松原市田井城三丁目７４番１号

2774800920 株式会社メデカジャパン 松原ケアセンターそよ風 松原市天美我堂7-463

2774801225 株式会社ケアネット徳洲会
株式会社ケアネット徳洲会居宅介護
支援センター天美

大阪府松原市天美北六丁目４９９番地１

2774801241 株式会社Ｕｐｌｉｆｅ あっぷらいふ介護センター 大阪府松原市東新町四丁目４番６号

2774801340 株式会社セカンドステージ 野いちごケアプランセンター 松原市東新町4-12-12

2774900043 株式会社メディケア・リハビリ ハートケア富田林 大阪府富田林市高辺台一丁目７番１８号

2774900894 社会福祉法人悠生会 ケアプランセンターゆう 大阪府富田林市新家二丁目１４番５０号

2774901348 株式会社日泉
株式会社日泉ケアプランセンターぎ
んのつばさ

大阪府富田林市藤沢台七丁目１９番１０号藤沢
台尾崎第二マンション１０５号

2774901470 社会福祉法人成和会 菊水苑富田林ケアプランセンター
大阪府富田林市常盤町３番１７号リベルテビル
１０２

2775000116 有限会社酔族館 すいぞくかん 大阪府東大阪市長堂一丁目２９番４号

2775000223
社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

東大阪養護老人ホーム居宅介護支援
事業所

大阪府東大阪市上六万寺町１３番４７号

2775000249 社会福祉法人寿栄会
レーベンズポルト居宅介護支援事業
所

大阪府東大阪市長栄寺２１番２４号

2775000298 社会福祉法人川福会 福寿苑居宅介護支援事業所 大阪府東大阪市出雲井本町３番２５号

2775000371 医療生協かわち野生活協同組合 生協かわち野ケアプランセンター健 大阪府東大阪市楠根二丁目７番８号

2775000462
株式会社コスモホームヘルプ
サービス

株式会社コスモホームヘルプサービ
ス東大阪

大阪府東大阪市長田東二丁目１番３３号長田平
成ビル５０５

2775000900 医療法人清和会
医療法人清和会すずらん介護支援セ
ンター

大阪府東大阪市長田西四丁目３番１３号ながは
ら病院内

2775000934 社会福祉法人春光園 ケアプランセンター春光園 大阪府東大阪市横枕８番３４号

2775001502 有限会社布施介護家事サービス
居宅介護支援事業所有限会社布施介
護家事サービス

大阪府東大阪市太平寺一丁目６番４号

2775001650 医療法人松浦医院 ケアプラン松浦医院 大阪府東大阪市新町５番３号３０３

2775001676 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター東大阪御厨 大阪府東大阪市御厨二丁目４番８号

2775001783
有限会社こうのいけ介護セン
ター

有限会社こうのいけ介護センター 大阪府東大阪市新鴻池町１６番１７号

2775002187 林田整骨院株式会社 とーます介護ステーション 大阪府東大阪市足代二丁目６番６号

2775002260 有限会社榛木米穀 きらら介護サービス 大阪府東大阪市足代一丁目１８番１１号

2775002435
株式会社ファミリーケア・サ
ポート

ファミリーケア介護サービス
大阪府東大阪市高井田西二丁目１番３号玉栄ビ
ル１階

2775002526 合資会社元気 元気介護サービス 大阪府東大阪市末広町１５番９号

2775003094 有限会社はり灸ケアプラン永澤 ケアプランビーボ 大阪府東大阪市下六万寺町三丁目６番５１号

2775003235 近畿プランセンター株式会社 あいあいケアサービス東大阪 大阪府東大阪市吉田本町一丁目１３番２６号

2775003722 有限会社マイ・ライフステージ 居宅介護支援事業所まい
大阪府東大阪市西石切町三丁目６番７号サン
ジョイ１０２

2775003805 特定非営利活動法人ジャンボ 特定非営利活動法人ジャンボ 大阪府東大阪市上小阪二丁目１－１７

2775003888 社会福祉法人仁風会  ケアプランセンタービオスの丘 東大阪市善根寺町1-5-31
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2775003912 社会福祉法人天心会 ケアプランセンターヴェルディ 大阪府東大阪市下小阪4-7-36

2775003920 有限会社カインドハート ケアプランセンター優友 大阪府東大阪市森河内西一丁目２４番１８号

2775004365 株式会社プラティア ケアプランセンタープラティア花園 大阪府東大阪市稲葉二丁目１番１３号

2775004373
有限会社ケーエスコーポレー
ション

アイガルケアプランセンター 大阪府東大阪市永和三丁目４番１号

2775004555 有限会社はーでゅ はーでゅケアプランセンター 東大阪市西石切町1-4-17

2775004977 株式会社多宝 ケアプラン多宝 大阪府東大阪市下六万寺町三丁目１番４４号

2775005040
有限会社正木ケアプランセン
ター

正木ケアプランセンター 大阪府東大阪市大蓮北四丁目４番１５号

2775005099 有限会社ニコニコ介護サービス ニコニコケアサービス 大阪府東大阪市荒川三丁目２５番２５号

2775005164 社会福祉法人逢花 きずり逢花苑居宅介護支援事業所 大阪府東大阪市衣摺六丁目１２番３号

2775005198 有限会社春 春介護センター 大阪府東大阪市高井田本通二丁目６番２９号

2775005420 有限会社介護サービス光 プランセンター光 大阪府東大阪市稲葉3-11-22

2775005446 大阪いずみ市民生活協同組合
コウプアイヘルパーステーション東
花園居宅介護支援事業所

大阪府東大阪市吉田5-10-30ベルテクス東花園１
階

2775005602 合資会社キクモト キクモト介護ステーション 大阪府東大阪市大蓮南五丁目９番１７号

2775005636 株式会社福安 福安介護センター 大阪府東大阪市楠根一丁目１２番２６号

2775005834 株式会社ウィズ 株式会社ウィズ東大阪センター 大阪府東大阪市長田東三丁目２番２号

2775005883
特定非営利活動法人高齢者自立
支援の会ＳｅＳＳＡ

ＮＰＯ法人ＳｅＳＳＡケアプランセ
ンター

大阪府東大阪市御厨南2-2-50三容ビル2Ｆ

2775005891 株式会社テクノ・プロバイダー ケアフル布施介護支援センター
大阪府東大阪市長堂一丁目５番６号布施駅前セ
ントラルビル

2775005974 株式会社フォーユー 居宅介護支援事業所フォーユー 東大阪市下六万寺町2-2-12

2775006089 株式会社佑 ゆう介護相談室 大阪府東大阪市豊浦町１４番１８号

2775006105 有限会社ティエラ
ひまわりケアサービス居宅介護支援
事業所

大阪府東大阪市新町１－２４

2775006139
特定非営利活動法人福祉住環境
整備センター

けあぷらんＡｕｄｒｅｙ（オード
リー）

大阪府東大阪市下六万寺町一丁目９番１４号

2775006212 株式会社優けあ 優けあケアプランセンター 大阪府東大阪市岸田堂西二丁目１番９号

2775006386 医療法人隆星会 介護支援センターオアシス長瀬 東大阪市小若江2-9-29

2775006527 合同会社のビレッジ 弥栄ケアプランセンター 大阪府東大阪市箕輪一丁目１０番８号

2775006600 有限会社グッドライフ ほほえみライフケアプランセンター 大阪府東大阪市鴻池本町６番２８号

2775006618
有限会社訪問介護センターなか
ま

居宅介護支援なかま 大阪府東大阪市中石切町二丁目１番６７号

2775006972 株式会社コンフォート ケアプランセンター日和
大阪府東大阪市御厨南二丁目４番４５号北野ビ
ル３１２号

2775007103
株式会社輪ヘルパー・ステー
ション

輪ケアプランセンター 大阪府東大阪市上小阪四丁目１２番１号

2775007426 有限会社エバーヘルス ヘルシーケアプランセンター
大阪府東大阪市永和一丁目９番９号力野マン
ション１階

2775007442 株式会社絆 在宅介護センター絆 大阪府東大阪市大蓮北二丁目１３番１６号

2775007772 株式会社カオル  安心ケアプラン 東大阪市衣摺2-7-19

2775007905 有限会社ユウ・アイ ユウ・アイケアプランサービス 東大阪市大蓮南4-1-26

2775008077 有限会社コスモス  コスモス介護支援センター 東大阪市喜里川1-2-7

2775008150 有限会社ＮＹＹ 朝日プラン 東大阪市寿町1-1-33

2775008218 株式会社いろは いろは介護センター 東大阪市高井田元町2-7-7-2Ｆ

2775008242 社会福祉法人木蓮会 ケアプランセンターハートフル 東大阪市長堂3-22-209

2775008325 株式会社眞 介護センターあゆみ 東大阪市上小阪3-35

2775008465 株式会社夢・未来 ゆめ・みらいケアプランセンター 東大阪市御幸町1番21号1-2

2775008713 株式会社レバンテ ライフインデックスアリエル 東大阪市足代2-2-23

2775008895 合同会社プメハナ 介護支援センターはるかぜ 東大阪市横沼町2-5-17-204

2775008978 株式会社青空 ケアプランセンターあおいそら 東大阪市三ノ瀬３-２-１４-２０２

2775009638 株式会社Ｋ・Ｔ・Ｓ ケアプランセンターおむすび 大阪府東大阪市六万寺町1-1-9-102

2775300227
社会福祉法人高石市社会福祉協
議会

社会福祉法人高石市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

大阪府高石市加茂四丁目１番１号

2775500107 株式会社アイエナジー 居宅介護支援事業所アイエナジー
大阪府八尾市光町一丁目１９番３号ワクモトビ
ル１階

2775500115 社会福祉法人高安福祉会 ケアサポートセンター信貴の里 大阪府八尾市服部川五丁目７番地２

2775500180 医療法人永光会 居宅介護支援事業所スズラン 八尾市美園町4-156-1
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2775500537 社会福祉法人幸寿会 ハピネス八尾ケアプランセンター 大阪府八尾市太田新町三丁目８８番地１

2775500743 株式会社アビリティ・ユニオン 長寿ケアセンター 大阪府八尾市宮町一丁目１番５号

2775501063 株式会社エブリー エブリーケアプランセンター 大阪府八尾市東太子二丁目１番４０号

2775501105 有限会社ビ・スケット
有限会社ビ・スケットケアプランセ
ンター

大阪府八尾市本町一丁目１番１１号羽多野ビル
１０１号

2775501196 有限会社ハート ケアプランハート 大阪府八尾市弓削町一丁目８３番地

2775501634 株式会社楽生 楽生ケアプランセンター 大阪府八尾市安中町四丁目２番８号

2775501741 株式会社ケア２１ ケア２１八尾
大阪府八尾市北本町一丁目２番１２号昭和ビル
２階

2775501956 株式会社日本医療事務センター きらめいと八尾 大阪府八尾市木の本二丁目８番地の１

2775502046 有限会社はあとふる・あい
はあとふる・あいケアプランセン
ター

大阪府八尾市天王寺屋五丁目１３３番地

2775502111 株式会社ＩＲＯＲＩ 居宅介護支援事業所いろり
大阪府八尾市萱振町三丁目８３Ｊハウス１０１
号

2775502269 有限会社Ｏ・Ｔ・Ｉ ケアプランセンタートマト 大阪府八尾市植松町四丁目８番３－１０５号

2775502566 株式会社リンクス ケアステーション介護の森八尾支店
大阪府八尾市東久宝寺二丁目１番３号西原ビル
１０２号

2775502657 医療法人幸晴会
医療法人幸晴会介護ステーション中
谷ケアプラン

大阪府八尾市南小阪合町一丁目１番８号

2775502756 株式会社クオリス クオリスケアセンター八尾
大阪府八尾市東本町三丁目９番１９号リバティ
八尾６１３号室

2775502780 有限会社やまむら ケアステーションすずらん 大阪府八尾市渋川町四丁目９番１号

2775503549 株式会社共働ケア 桜ケアプランセンター
大阪府八尾市光町１－２８ルミエール八尾４１
２号

2775503754 三和株式会社 ほっとケア八尾
大阪府八尾市跡部北の町2-4-38サンハイツ田中
903

2775503788 株式会社カオル  安心ケアプラン 大阪府八尾市桜ケ丘2-76

2775503838 株式会社ログ ログケアプランセンター 大阪府八尾市小阪合町5-9-11

2775503846 株式会社わあるず わあるず介護センター八尾 大阪府八尾市安中町2-1-63

2775504273 株式会社在宅介護トラスト 居宅介護支援トラスト 大阪府八尾市木の本2-51-2ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ1FS

2775504323 株式会社東洋中川 ドレミファドンケアプランセンター 大阪府八尾市東本町2-4-31

2775601038 グリーンステージ株式会社 ケアプランセンター敬和会 大阪府泉南市樽井二丁目６番２号

2775700038 社会福祉法人るうてるホーム
るうてるホームサービスセンター居
宅介護支援事業所

大阪府四條畷市岡山東五丁目５番５５号

2776000255 株式会社自他利 いきいきケアプランセンター 大阪府堺市堺区大浜北町三丁１０番１６号

2776000313 株式会社世音 ゼオン居宅介護支援センター 大阪府堺市堺区高砂町4-107-2

2776000487 株式会社いちごの里 いちごの里
大阪府堺市堺区新町５番３２号新町ビル４０１
号

2776000578 アースサポート株式会社 アースサポート堺中央 大阪府堺市堺区向陵中町五丁１番１９号

2776000925 三国丘サービス株式会社 みくにがおかケアプランセンター 堺市堺区北三国ヶ丘町1-2-14

2776001840 合同会社カワイ カワイケアプランセンター
大阪府堺市堺区北庄町１－５－２４プレアール
堺東４０７

2776100055 有限会社吉右エ門 ケアプランセンターふくふく
大阪府堺市中区小阪２５８番地３ふくふく荘１
階

2776100303 有限会社かるがも 居宅介護支援事業所バーニーズ
大阪府堺市中区深井水池町３１５２番地ＫＵ深
井オフィスビル２階

2776300184 株式会社都エンタープライズ 介護支援センターみやこ堺
大阪府堺市西区浜寺石津町中二丁６番３３号ロ
イヤル石津２０６号

2776300960 鳳友コーポレーション株式会社 ケアプランセンターＨｏ－ｙｕ 大阪府堺市西区鳳東町7-822-1

2776400182 社会福祉法人シャローム セットンの家ケアプランセンター 大阪府堺市南区檜尾3360-10

2776500130 株式会社ＧＯＡＬ ケアプランゴール
大阪府堺市北区北長尾町二丁１番２６号第１新
興ビル内１１号室

2776500312 西村総合介護サービス株式会社 ケアプランセンターあさか 大阪府堺市北区北花田町2-180-2

2776500361 株式会社あいプラスケア 
居宅介護支援事業所ハートステー
ション

堺市北区中百舌鳥町4-201-1

2776500387
株式会社はちみつ介護ステー
ション

居宅介護支援はちみつ介護ステー
ション

堺市百舌鳥綾南町3-360

2776500692 株式会社ウォーターリリィ すいれんケアプランセンター 堺市北区百舌鳥梅町3-35-1

2776501179 株式会社明日輝 あすてるケアプランセンター 大阪府堺市北区金岡町1639-5

2776501294 株式会社ベストライフ
ベストライフ堺北居宅介護支援事業
所

大阪府堺市北区金岡町3034-21

2779300710 有限会社恵和会 マザーらびっと 大阪府大阪狭山市池尻中一丁目４番２０号

2779300728 医療法人恒昭会
医療法人恒昭会あおばケアプランセ
ンター

大阪府大阪狭山市東池尻一丁目２１９８番１

2779500038 社会福祉法人大泉会 メデケアタマイ居宅介護支援事業所 大阪府阪南市箱作2047-3



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （市外）

2779500186 社会福祉法人光生会大阪
ピープルケアプランセンターはんな
ん

大阪府阪南市貝掛179-4

2779500277 津田産業株式会社 はいむケアサービス 大阪府阪南市石田７１０番地

2779500384 泉南生活協同組合 オレンジコープ阪南 大阪府阪南市和泉鳥取９５１番地の１

2779500822 社会福祉法人三秀會 ケアプランセンター海甍 大阪府阪南市鳥取９９２

2779500954 株式会社都エンタープライズ 介護支援センターみやこ阪南 大阪府阪南市桃の木台8-423-32



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （府外）

介護保険
事業者番号

事業所名称 事業所所在地

0972500060
敬愛荘在宅介護支援セン
ター

栃木県那須烏山市滝田1867-3

1175200607
居宅介護支援センター
花ノ木の郷

埼玉県桶川市大字加納１８２４－１

1270201294
あいケアマネージャー事務
所

千葉県花見川幕張町5-417-222

1270801093
生活クラブ風の村介護ス
テーション市川

千葉県市川市市川南1-8-29　セゾン松原303

1272501519 指定居宅介護支援事業所 千葉県流山市駒木649-3

1272600535 NPO法人ユーアイやちよ 千葉県八千代市八千代台西8-16-1

1370301390 白金ケアステーション 東京都港区白金台3-15-5

1371200187
世田谷一丁目介護保険サー
ビス

東京都世田谷区世田谷１－２３－２

1371300011 日介センター代々木
東京都渋谷区代々木1-36-6　代々木駅前ビル
8階

1372006385 ラ ヴィータ武蔵関 東京都練馬区関町北1-26-11エムズビル1F

1415601133
医療法人社団総生会　麻生
総合病院

神奈川県川崎市麻生区上麻生6-25-1

1472200052 村岡ケアステーション 神奈川県藤沢市渡内3-8-60

1472800810 ケアプランALOHA 神奈川県秦野市渋沢3-11-8

1473100053 横浜市下永谷地域プラザ 神奈川県横浜市港南区下永谷４－２１－１０

1475401251
コスモスの家
居宅介護支援

川崎市多摩区三田1-12-5
三田コーポ125号室

1750180091
なでしこの丘居宅介護支援
事業所

石川県金沢市馬替2-142

1770103115 清泉ケアプランセンター 石川県金沢市田上町39-8-2

2173100294 丸喜可児ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ 岐阜県可児市土田字戸走886-2

2271100162 白鳥介護支援サービス 沼津市新沢田町7-33

2370401818 居宅介護支援事業所想 愛知県名古屋市西区浄心1-625-1

2373600382
シルバーネット居宅介護支
援事業所

愛知県江南市古知野町宮裏41

2374500904 旭居宅介護支援事業所 愛知県尾張旭市柏井町公園通５４３

2461390045
訪問看護ステーションそら
まめ

三重県名張市百合ヶ丘東9-260

2470202553
「絆」居宅介護支援セン
ター

三重県四日市市坂部ヶ丘３－３－１４

2470300118
居宅介護支援事業所アルテ
ハイム鈴鹿

三重県鈴鹿市平田1-3-5

2471200762
御代居宅介護支援センター
伊賀シルバーケア豊壽園

三重県伊賀市御代877

2471300075 国津園居宅介護支援事業所 三重県名張市神屋765

2471300505
居宅介護支援事業所
「こころ」

三重県名張市すずらん台西１－２４１

2471300661
居宅介護支援事業所
桃の里

三重県名張市桔梗が丘３－４－４３－２０

2472100631
居宅介護支援事業所　みど
り

三重県員弁郡東員町大字穴太2400



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （府外）

介護保険
事業者番号

事業所名称 事業所所在地

2472500442 居宅介護事業所　ふれんど 三重県津市美杉町八知5902番

2552380012 八起会居宅介護支援相談所 滋賀県湖南市丸山4-5-1

2572200091
高島市社会福祉協議会
きらり高島

滋賀県高島市勝野２１５

2651680015
居宅介護支援事業所こもれ
び

亀岡市千代川町北之庄向条24

2660690096 居宅介護支援事業所聖護院 京都府京都市左京区聖護院山王町３３

2670100193 ニチイケアセンター北山 京都市北区紫竹上本町13

2671200703
居宅介護支援事業所たより
になる輪

京都府宇治市五ヶ庄平野12-15

2671400071
精華町在宅介護支援セン
ター神の園

京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字焼山6

2671900054
（副）仙人福祉事業会夜久
野介護センター

京都府福知山市夜久野町平野1030

2673500092
ケアサポート梅美台ケアプ
ランセンター

京都府木津川市梅美台7-3-3

2674100470 介護支援センターひびき 京都市山科区東野北井ノ上町2-6

2774200808 アイケアプランセンター 茨木市安威2-10-11

2860890033
パール訪問看護センター居
宅介護支援事業

兵庫県神戸市垂水区本多聞2-33-18

2863090060
訪問看護ステーション
菜の花

兵庫県尼崎市稲葉荘４－３－１９

2870100043
特定非営利活動法人神戸ラ
イフ・ケア―協会

兵庫県神戸市灘区御影中町2-3-23-107号

2870100068
住吉区高齢者生活支援セン
ター

神戸市東灘区住吉本町3-7-41

2870800055
本多聞高齢者介護支援セン
ター

兵庫県神戸市垂水区本多聞7-2-2

2870800147 介護ヘルパーサービス 兵庫県垂水区桃山台５－１１１６－５－１０１

2870801558
神港園舞子ケアプランセン
ター

兵庫県神戸市垂水区舞子台6-10-1-202.102

2870900061
阪神中高年企業組合居宅介
護支援事業所

兵庫県西宮市浜町15-10

2870900145 アクティブライフ夙川 兵庫県西宮市樋之池町１６－４

2870900236
にしのみや聖徳園
介護支援センター

西宮市段上町6-24-1

2870901135
居宅介護支援門前生き生き
介護ハウス

兵庫県西宮市門前町前町11-24

2870901275 介護のすばる 兵庫県西宮市北六甲台5-16-1

2870902596 あいケアセンター 兵庫県西宮市若草町２－１０－３

2870903032 ケアラボ 兵庫県西宮市塩平成台４３－７

2870903115
居宅介護支援事業所レイン
ボー西宮

兵庫県西宮市上田西町3-28

2871000242
ケアコミュニケーションズ
芦屋

兵庫県芦屋市大原町２－６
ラ・モール芦屋201号

2871000366 マストケアセンター芦屋 兵庫県芦屋市東芦屋町6-22-206

2871000754
ベネッセ介護センター阪神
芦屋

兵庫県芦屋市川西町7-15くらら芦屋内



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （府外）

介護保険
事業者番号

事業所名称 事業所所在地

2871000861 ロジケアあしや 芦屋市業平町6-34-202

2871100026
宝塚市社会福祉協議会ケア
センター光明

宝塚市安倉西2-1-1

2871100208 ニチイケアセンター宝塚 兵庫県宝塚市栄町2-2-1

2871100240 有限会社　ペガサス 宝塚市光明町1番5号

2871100257
宝塚医療生協
ケアサポート

兵庫県宝塚市御所の前町１５－２１

2871100893 ケアプランメロディ 兵庫県宝塚市栄町3-1-10-109

2871101297 ニチイケアセンター中山
兵庫県宝塚市中山寺１－１４－１６
キシダビル１F

2871101487
宝塚ちどりケアマネジメン
ト

兵庫県宝塚市亀井町１０－３０

2871200529
あおぞら居宅介護支援事業
所

兵庫県三田市大畑字清水357-1

2871400350
ＪＡ丹波ささやまケアス
テーション

兵庫県篠山市東新町214-6

2871600017
千島会在宅介護支援セン
ター

兵庫県淡路市大町畑５９７－４

2871600710
ゆうゆうライフケアプラン
センター

兵庫県淡路市北山712

2872000142
医療法人社団せいゆう会神
明病院介護支援センター

兵庫県明日市大久保町大窪2525-1

2872200155
つばさ居宅介護支援セン
ター　宝殿

兵庫県加古川市米田町平津426－1ライフビル
1階

2873000125
尼崎市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

尼崎市東大物町1-1-2
社協会館2階在宅福祉センター内

2873001578
居宅介護支援事業所
おおくま

兵庫県尼崎市東園田町５－１３０

2873004333
ケアプランセンターぴーぷ
る

兵庫県尼崎市富松町3-5-20サンパレス武庫之荘

2873004374
居宅介護支援事業所　武庫
之荘

兵庫県尼崎市南武庫之荘2-10-30

2873004853 ライフサポート咲
兵庫県尼崎市東園田町4-9-1エクシード園田
北号

2873004903
居宅介護支援事業所あまの
里

兵庫県尼崎市下坂部3-2-40

2873005025
尼崎市社会福祉協議会
第2居宅介護支援事業所

尼崎市南武庫之荘3-24-15　OSビル1階

2873005884
（有）ハミング居宅介護支
援事業所

尼崎市昭和南通6-150

2873006072
（株）未来創造企画　訪問
看護ステーション　奏

兵庫県尼崎市名神町３－１１－２３

2873006221 訪問介護センタースマイル 兵庫県尼崎市次屋1-14-15レジデンス30 1F

2872007534
コミュニュケア24尼崎北居
宅介護支援事業所

兵庫県尼崎市上坂部2-26-1

2873007740 あっぷるケアセンター 兵庫県尼崎市南塚6-6-21小西ハイツ201

2873100479 湯々館居宅介護支援事業所 兵庫県川西市西多田字平井田筋5

2873100990
たんぽぽ介護舎ケアマネジ
メント

兵庫県川西市緑台7-8-8-904

2873101055 川西介護サービス 兵庫県川西市多田桜木2-3-28

2873101329 みなはなケアマネジメント 川西市寺畑1-6-11



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （府外）

介護保険
事業者番号

事業所名称 事業所所在地

2873101394 なのはな 兵庫県川西市花屋敷1-9-21

2873200121
居宅介護支援事業所　天河
草子

川辺郡猪名川町伏見台1-1-70

2873200279 ケアプランセンターみずき 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台１－１－３

2873300111
伊丹市中央居宅介護支援事
業所

兵庫県伊丹市行基町1-98

2873300319
社会福祉法人ヘルプ協会
在宅複合施設ぐろーりあ

伊丹市北園1-19-1

2873302091 ケアプランすみれ 兵庫県伊丹市山田6-2-6

2873302133 ケアプランセンターいろな 伊丹市昆陽3-239-2

2873302216 居宅介護支援事業所つぼみ 兵庫県伊丹市野間2-7-43-105

2873302281 SAIYOケアプラン 兵庫県伊丹市平松1-2-22

2874004670
いんくる・サポートセン
ター

兵庫県姫路市栗山町１２６イノウエビル８F

2875000909
居宅介護支援事業所
まごころ

兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町１－１１－
１３－１０６

2875100600
神鋼ケアライフ（株）摩耶
ステーション

神戸市中央区割塚通4-1-26

2875201218 いかわ居宅介護支援事業所 神戸市西区平野向井93－1

2960590244
ハローケア訪問看護ステー
ション　しぎさん

奈良県生駒郡三郷町勢野北４－１３－１

2970100356
万葉苑介護保険総合相談セ
ンター

奈良市川上町281番地

2970100430
平城園在宅介護支援セン
ター

奈良県奈良市秋篠町１５６７

2970100687
医療法人北寿会アップル学
園前在宅介護支援センター

奈良県奈良市中登美ヶ丘4-3

2970100695
アクティブライフ中町倶楽
部

奈良県奈良市中町5014

2970101297 居宅介護支援　友舞 奈良県奈良市左東３－１８－２０

2970101396 居宅介護支援事業所八重桜 奈良県奈良市高天市町22-１

2970101610
学園前西居宅介護支援セン
ター

奈良県奈良市二名3-1151-1

2970101743
近鉄スマイル北登美が丘ケ
アセンター

奈良県奈良市北登美が丘２－１５－７

2970101883
ケアプランセンターなら清
寿苑

奈良県奈良市田中町602-1

2970102105
ハッピーケアプランサービ
ス

奈良県奈良市六条２－７－２８

2970102139
けいはんなヘルパーステー
ション

奈良県奈良市二名３－９５２－１

2970102188
そよ風倶楽部居宅介護支援
事業所

奈良県奈良市四条大路３－３－８－５

2970102758
ニチイケアセンターほうれ
ん

奈良県奈良市法蓮町1088-1ら・ほうれん１階

2970104044
ハートランドケア
奈良ケアセンター

奈良県奈良市白毫寺８３５－１　大和紀寺ビル１F

2970104499
スーパーコートJR奈良駅前
ケアプランセンター

奈良県奈良市大宮町1－5－35

2970104622
近鉄スマイルあやめ池ケア
センター

奈良県奈良市あやめ池北2-1-1



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （府外）

介護保険
事業者番号
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2970200040
ふれあい在宅介護支援セン
ター

奈良県大和高田市日之出町13番15号

2970200537 介護センターさんさん 奈良県大和高田市片塩町6-13

2970300675 ケアステーションきらら 奈良県大和郡山市杉町134-3

2970500027
特別養護老人ホーム香久山
インパレス

奈良県橿原市戒外町７

2970500704
居宅介護支援センター
絆

奈良県橿原市中曽司町269-27

2970500837 居宅介護支援事業所さくら 奈良県橿原市中曽司町133番6号

2970500845 サポートはな 奈良県橿原市久米町５２８－１

2970501223
訪問介護ステーションはな
みず木

奈良県橿原市醍醐町459-66

2970501397 居宅介護支援事業所くるみ 奈良県橿原市新賀町285-60

2970501405 ケアステーションかぎろひ 奈良県橿原市四分町100-1プレミールうねび

2970600116 ニチイケアセンター桜井 奈良県桜井市粟殿1027-1

2970700262
西吉野・大塔居宅介護支援
事業所

奈良県五條市西吉野宗川野97

2970900045
梅寿荘在宅介護支援セン
ター

奈良県生駒市元町2-14-8

2970900219 有限会社ゆりの会 奈良県生駒市高山町８１２６竹田ハイツ１０８

2970900326
医療法人和幸会阪奈中央ケ
アプランセンター

奈良県生駒市俵口町４４４－１

2970900797 いこいの家ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ 奈良県生駒市俵口町814-1-302

2970900888 ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰエバ 奈良県生駒市高山町10872

2970901084 大生介護支援センター 奈良県生駒市俵口町694-4

2971000043
特別養護老人ホーム大和園
白鳳

奈良県香芝市尼寺５９４－２

2971000662 医療法人誠安会 奈良県香芝市下田西2-7-61

2971500091
居宅介護支援事業所ピノキ
オ

奈良県生駒郡三郷町立野南3-1-18

2971600024 ㈱イカリトンボ 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西4-1-40

2971600040
在宅介護支援センター第二
慈母園

奈良県斑鳩町法隆寺２０９１－１

2972000349 ニチイケアセンター田原本 奈良県磯城郡田原本町唐古528-2エコサイトＣ

2972300012 ゆぁほうむ榛原 奈良県宇陀市榛原区長峯200-1

2973100015
有限会社
やまびこ

奈良県北葛城郡上牧町下牧1-2-25

2973100106 上牧町社会福祉協議会 奈良県北葛城郡上牧町上牧3245-1

2973100148 介護ステーションにこにこ 奈良県北葛城郡上牧町上牧3815

2973300441 シンパシー居宅介護事業所 奈良県葛城郡広陵町平尾７０９－７

2973400126
訪問看護ステーション
そらまめ

奈良県北葛城郡河合町星和台2－1－20
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2973400316 フルライフケア上牧
奈良県北葛城郡河合町星和台2-1-1川由ビル
306

2973600162 さくらの里 奈良県吉野郡大淀町今木880

3060190117
スミヤ訪問看護ステーショ
ン

和歌山県和歌山市納定１１－４

3070100486
第二親和園在宅介護支援セ
ンター

和歌山県和歌山市杭ノ瀬359-1

3070103001
居宅介護支援事業所バイオ
レット

和歌山県和歌山市平尾634

3070105659
居宅介護支援事業所エスポ
ワール

和歌山市船所30-1

3070107416 オレンジコープ紀伊 和歌山県和歌山市弘西571

3071201424 居宅介護支援事業所とみた 和歌山県岩出市紀泉台４３２

3071600369 在宅複合型施設ひろの里 和歌山県有田郡広川町下津木1105-5

3072400322
在宅介護支援センター成華
苑

和歌山県西牟婁郡白浜町富田1360番20号

3072400488
居宅介護支援事業所
けんゆう

和歌山県西牟婁郡すさみ町江住上ミ平見８００

3072500287
指定居宅介護支援事業所日
好荘

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮850-1

3270101821
居宅介護支援センタースワ
ン

島根県松江市浜乃木3-3-26

3270500063
ＪＡ石見銀山ホームヘル
パーステーション

島根県大田市長久町長久ハ56-1

3370108619
いちのみや在宅介護支援セ
ンター

岡山県岡山市楢津３０５

3471300024
居宅介護支援事業所かざぐ
るま

広島県尾道市因島大浜町字倉谷新開427-10

3610210100 医療法人聖心会小川病院 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜716

3670100092
ニチイケアセンター
二軒屋

徳島県徳島市南二軒屋町２－１１７６－１
豊田ビル１F

3670101421 居宅介護事業所　実のり 徳島県鳴門市撫養町北浜字宮の東２１－９

3671400038
由岐町在宅介護支援セン
ター

海部郡美波町西の地大谷１２

3770200339 シャローム居宅介護相談室 香川県丸亀市垂水町川原１６－５０

3770200958 居宅介護支援事業所　四季 香川県丸亀市川西町北６０３

4070601390 つくしケアセンター八幡 福岡県北九州市八幡東区西本町1-17-1

4070702958 つくしケアセンター本城 福岡県北九州市八幡西区千代崎3-6-30

4070800331
ニチイケアセンター
香椎

福岡県福岡市東区香椎駅前２－１４－１７
春幸ビル２F

4371500077
天草市社協介護サポートセ
ンター天草

熊本県天草市天草町高浜南501-1

4470200876
介護保険サービスセンター
紫苑

大分県別府市大字鶴見字下原４２３５－１０－１

4470201916
さわやかケアプランセン
ター　別府

大分県別府市大字課鉄輪284－2

4470400054
日田市社協介護保険サービ
スセンターひた

大分県日田市上城内町1-8

4470500556
居宅介護支援センターやす
らぎ

大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦491-5
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4472300476
湯布院厚生年金在宅総合ケ
ア　センタームーミン

大分県湯布院町川南252番地

4571700147
都城市社協　山之口・高城
居宅介護支援事業所

宮城県都城市高城町穂満坊303-2

4678100035
南種子町社会福祉協議会指
定居宅介護支援事業所

鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2283番地

4770700104
ケアプランセンターてふて
ふ

沖縄県石垣市宮良1-16

4770400200 ケアサービスまごころ 沖縄県沖縄市高原5-2-8


