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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１
１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１
０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

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３０２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１
５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　Ｐｉｅｃ
ｅ

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１０１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

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１３２
マーブルハウス２階２０２号

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５０１号

2774101907
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

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３
０２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１
５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

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

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

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

2774101170 株式会社寿梨の里 介護ステーションヘイル
大阪府大阪市北区鶴野町4-11-
903

2774102665
メディカル・ケア・サービ
ス株式会社

愛の家居宅介護支援センター
うぇいくあっぷ

大阪府大阪市北区天満2-2-15第
六新興ビル501-502

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

大阪府大阪市北区堂島2-2-2近鉄
堂島ビル１０階

2774102806 株式会社ひふみ苑 ケアプランセンターひふみ
大阪府大阪市北区天満２-１-２
７空心ービル２階

2774102848
株式会社グッドライフケア
大阪

グッドライフケア居宅介護支
援センター大阪北

大阪府大阪市北区紅梅町１－６
カザリーノビル６階



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１
０９

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



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

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

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・１０
０２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

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ＢＡＳＥＭＩＮＤ
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 ＧＲＯＵＰ 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

2775201896 おかだ株式会社 おかだケアプランセンター
大阪府大阪市都島区本通三丁目
７番１５号

2775201987 株式会社ケア２１ ケア２１みやこじま 大阪府大阪市都島区本通3-13-28

2775201961 管商事株式会社
ちんとんしゃんケアプランセ
ンター

大阪府大阪市都島区都島本通1-
11-13管ビル１階

2775202027 医療法人秋桜会 秋桜会ケアプランセンター
大阪府大阪市都島区内代町1-1-
22ザイズミパートセブン6Ｆ

2775202068
ラポールユニバーサルサ
ポート合同会社

らぽーるケアプランセンター
大阪府大阪市都島区都島本通3-
15-19

2775202118 株式会社レイメイ 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　３階



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

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

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1-20-30-9Ｆ

2770201206
社会福祉法人ビーナス福祉
会

ビーナスホーム居宅介護支援
センター

大阪市福島区玉川4-2-5-203

2770201032 株式会社あんじゅ
あんじゅ福島ケアプランセン
ター

大阪市福島区大開1-8-23

2770201271 株式会社別所 結ケアプランセンター
大阪市福島区大開１－１２－２
１　２階

2770201321 合同会社高橋ケアサポート
ケアプランセンターおてんと
さん

大阪市福島区大開１－６－３６



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３０
１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１０
１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１
１５３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１２０１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 （　 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

2779402193 株式会社フィロソフィア 法円坂ケアプランセンター 大阪府大阪市中央区谷町4-6-2

2779402540
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

アップリケア中央居宅介護支
援事業所

大阪府大阪市中央区南久宝寺町
2-1-6　１階

2779402722
有限会社介護センターアル
ゴ

アルゴ中央
大阪府大阪市中央区日本橋1-23-
31木村ビル１階

2779401625 株式会社ＡＴＴＥＣＣ
さくら支援ステーションまっ
ちゃ町

大阪府大阪市中央区谷町7-6-14

2779400429 株式会社安心生活研究所 あんしんケアプランセンター
大阪府大阪市中央区常磐町2-2-
10

2779402151 有限会社モーリス ａｌｏｎｅケアプラン
大阪府大阪市中央区久太郎町2-
5-6-301

2779402961 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

大阪府大阪市中央区谷町２-２-
２２ＮＳビル４階

2779402813 株式会社ＱＯＬＴ くおるとケアプランセンター
大阪府大阪市中央区高津三丁目
８番２０－５０２号



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１
９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２
１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２
５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２
４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１
５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1-7-7Ｃ
Ｅ西本町ビル4階

2771801574 株式会社タスク ケアプランセンターつき
大阪府大阪市西区九条一丁目１
１番１１号

2771801822
一般社団法人セカンドス
テージ

セカンドステージ居宅介護支
援事業所

大阪府大阪市西区江之子島1-7-3
6Ｆ

2771801848 株式会社ヤタニ ケアプランセンターみつばち
大阪府大阪市西区本田1-11-24ヤ
タニハイツ２階



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

2771801863 株式会社さち介護センター ケアプランさち
大阪府大阪市西区安治川2-1-27
１階

2771801780
特定非営利活動法人ホスピ
タリティ・ケア

あいネット
大阪府大阪市西区北堀江3-12-
11-602

2771800808 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1-19-7

2771801855 ピースクルーズ株式会社
ピースクルーズケアプランセ
ンター

大阪府大阪市西区本町1-5-3

2771801970
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

スマイルらいふ南堀江居宅介
護支援事業所

大阪府大阪市西区南堀江１-８-
２０コスモ第３ビル９階

2771802044 一般社団法人こもれび ぜろひゃく相談支援センター
大阪府大阪市西区南堀江１-２２
-３ＴＫ南堀江ビル２０１号室

2771801947 合同会社アイム ホリエ介護支援センター
大阪府大阪市西区北堀江１－５
－２四ツ橋新興産ビル７０９



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１
２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

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１
３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１
１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１
０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１
７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１
４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２
１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１０５
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１
１２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



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

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１
５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

2780400020 河内義肢装具製作所
河内義肢装具製作所ケアプラ
ンセンター

大阪府大阪市港区磯路２丁目１
５番１０号

2770401483 医療法人英皐会
医療法人英皐会居宅介護支援
センター

大阪府大阪市港区弁天四丁目１
６番１８号

2770401392 株式会社フォレストブック
ひより３２ケアプランセン
ター

大阪府大阪市港区港晴３-１-３

2770401616
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

居宅介護支援事業所ほほえみ
の苑

大阪府大阪市港区弁天町２－８
－１６



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

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２０
１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２０
１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

2772701641
株式会社ケアプランセン
ターあんしん倶楽部「

ケアプランセンターたいしょ
う倶楽部

大阪府大阪市大正区三軒家西二
丁目13-17



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

2772701567 有限会社アベニュー ケアプランセンター花うさぎ
大阪府大阪市大正区千島3-21-
19-201

2772701674 株式会社ジール
ジールケアプランセンター大
正

大阪府大阪市大正区泉尾三丁目
１３番５号３階

2772701104 株式会社わたぼうし しなさきケアセンター 大阪府大阪市大正区千島3-19-3

2772701369
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

大正民主診療所ケアプランセ
ンター

大阪府大阪市大正区小林西2-3-
14

2772701252
有限会社ナンクルナイサァ
―ケアネット

ナンクルナイサァーたいしょ
う

大阪府大阪市大正区鶴町3-8-15

2772701757
株式会社ＴＭファシリ
ティーズ

ケアプランセンターあかり
大阪府大阪市大正区三軒家東6-
9-10

2772701724 社会福祉法人大阪光風会 ケアプランセンター幸楽園
大阪府大阪市大正区鶴町２-１９
-２８

2772701823 株式会社ほほえみ 浜ちゃんケアプランセンター
大阪府大阪市大正区泉尾１ー
３ー２４

2772701799 有限会社リリー リリーケアプランセンター
大阪府大阪市大正区南恩加島２
－２－４－２０５

2772701781 株式会社クレッセント ケアプランセンター輝らり
大阪府大阪市大正区千島１－５
－１０



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

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１
０１

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１０
５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１
３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ＰｅａｃｅＨｅａ
ｒｔ

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１
００１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ＺＥ
Ｎ１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

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７０２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４０
１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１
５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１
２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

2781700014
介護支援事業所ケアサポート
玉造

大阪府大阪市天王寺区玉造元町
２番１４号

2771702038
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

Ｓ・Ｓケアプランセンター
大阪市天王寺区味原町13-11-2味
原トータルライフ５階北

2771702016 合同会社東雲 しののめ介護センター 大阪市天王寺区空堀町12-4

2771700578
株式会社明治介護ステー
ション

天王寺ケアプランセンター 大阪市天王寺区味原町14-23

2771701394
特定非営利活動法人いきい
きグリーンライフ

いきいきグリーンライフケア
プランセンター

大阪市天王寺区堂ヶ芝2-5-3

2771701527 株式会社タクトシステム
タクト介護支援センター天王
寺

大阪市天王寺区舟橋町6-7　１階

2771701956
株式会社ＣＲＡＮＥＦＩＥ
ＬＤ

ケアサービス伊奈里
大阪市天王寺区真法院町2-6メゾ
ン真法院１階

2771701766 株式会社安心生活研究所 あんしんケアプランセンター 大阪市天王寺区上本町8-2-3

2771702129 株式会社crescent
あいラブ天王寺ケアプランセ
ンター

大阪市天王寺区真田山町2-2-202



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

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

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

2774301465 株式会社リハステージ
居宅介護支援事業所リハス
テージ

大阪府大阪市浪速区日本橋西２
－７－３－１０３

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１
０１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



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

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

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

2774301887 株式会社Ｂｅａｒ 元気百倍センター
大阪府大阪市浪速区恵美須西3-
3-26-208

2774300947
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

介護ステーションゆめ 大阪府大阪市浪速区浪速西3-4-1

2774301994 合同会社ＳｕｎｎｙＤａｙ グリーンケアプランセンター
大阪府大阪市浪速区戎本町1-5-
10

2774301796 合同会社大きな木
介護サービス大きな木なにわ
支店

大阪府大阪市浪速区恵美須西3-
4-9-3階

2774300368 株式会社ヒート ヒートケアプランセンター
大阪府大阪市浪速区難波中3-14-
16ウエマチビル４階

2774301895 株式会社クマさん ケアプランセンターくまさん
大阪府大阪市浪速区戎本町2-4-
3-106

2774302083 株式会社矢野晴大事務所 ぼのケアプランサービス 大阪府大阪市浪速区塩草2-7-21

2774302117 アイケアサービス株式会社 アイケアサポートなにわ
大阪府大阪市浪速区難波中３-１
６-１１　２階

2774300855 医療法人弘道会
なにわ居宅介護支援事業所ラ
ガール

大阪府大阪市浪速区大国１－１
０－２４



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２
０１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

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

2781000019 保元堂薬局 保元堂薬局
大阪府大阪市西淀川区姫里二丁
目１１－５

2771001423 合同会社くるみケア ケアセンターあやとり
大阪府大阪市西淀川区野里1-3-
19

2771001746 株式会社あさひ つばき介護センター
大阪府大阪市西淀川区花川１-１
５-２０

2771001795 株式会社夢 ケアプランセンター夢の里
大阪府大阪市西淀川区野里１ー
１－１６関ビル３階

2771001936 株式会社介護サポート
介護サポートケアプランセン
ター

大阪府大阪市西淀川区福町２－
１０－１５



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Ｐ
ＡＲＴ２　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２
０５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



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 淀川区 　）

介護保険
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2779101357
ヒューマンリソシア株式会
社

ヒューマンライフケアよどが
わ

大阪府大阪市淀川区十三東1-7-
14久保ビル２階

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

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

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
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

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

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２０２
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
ミールズケアプランセン
ター

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
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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

2789100100 秦鍼灸治療所 秦鍼灸治療所
大阪府大阪市淀川区十八条一丁
目１番３５号

2779101910 株式会社あさひ あさひ淀川ケアセンター
大阪府大阪市淀川区新高2-15-8
石黒マンション3階

2779102371 合同会社キシダ 大阪ケアプランセンター
大阪府大阪市淀川区三津屋中2-
5-18第６吉川コーポ103

2779103387 医療法人協和会 聖徒訪問看護ステーション 大阪府大阪市淀川区宮原5-7-23

2779103569 株式会社癒の道グループ ケアプランセンター癒の道
大阪府大阪市淀川区十三東1-17-
13-202

2779103254 株式会社クオレ
ケアプランセンタークオレ淀
川

大阪府大阪市淀川区田川2-1-5

2779101811 医療法人西出医院
医療法人西出医院介護事業所
らくらく

大阪府大阪市淀川区東三国五丁
目１４番９号

2779102611
ヒューマンライフケア株式
会社

ヒューマンライフケアよどが
わ

大阪府大阪市淀川区西中島1-9-
28

2779102140 エルケア株式会社
エルケア新大阪ケアプランセ
ンター

大阪府大阪市淀川区西中島７丁
目１４番３５号大阪屋北５号館
１階

2779103668 株式会社プロシード ケアプランプロシードゆとり 大阪府大阪市淀川区十八条2-5-2

2779103676 日本福祉サービス株式会社
ケアプランセンター日本福祉
サービス

大阪府大阪市淀川区西宮原１－
８－３３日宝新大阪第２ビル２
階７号

2779101654 有限会社尚老苑 かなケアプランセンター
大阪府大阪市淀川区加島３－
１ー３小西ハイツ１０１

2779103981 株式会社ＡＢＣサービス カーネーション
大阪府大阪市淀川区十三本町３
－６－２７－１０１

2779103890 医療法人桂寿会
桂寿会ケアプランセンター青
空

大阪府大阪市淀川区加島１－６
１－１５
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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

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１０
３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１
０１号
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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２
０２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

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
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

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１０１
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Ｖ３
０１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２０１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

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４
３０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



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

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
けあぷらんせんたーテン
ダー

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

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

2773003443 有限会社和敬堂
ケアプランセンターげんきプ
ラス

大阪府大阪市東淀川区豊里二丁
目１４番２０号豊の郷げんきビ
ル

2773003385 株式会社ぷらちな 介護サービスぷらちな
大阪府大阪市東淀川区相川2-17-
7　１階

2773003576 合同会社日宝サービス 小泉介護支援センター
大阪府大阪市東淀川区淡路4-34-
3-203

2773000019 社会福祉法人大阪自彊館 淡路ケアプランセンター
大阪府大阪市東淀川区東淡路3-
5-32-103

2773002478 医療法人正志会
医療法人正志会ケアプランセ
ンターずいほう

大阪府大阪市東淀川区小松1-5-
23

2773002940 株式会社エイジケア
エイジケア上新庄ケアプラン
センター

大阪府大阪市東淀川区瑞光一丁
目11-1布井ビル６階

2773003179 株式会社ＳＫＲ ケアプラン菜の花 大阪府大阪市東淀川区豊新2-6-2

2773003005 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターとうよど
大阪府大阪市東淀川区豊里6-28-
32ライトリバイタル2　１階

2773003930
合同会社ライフワークイノ
ベーション

ライフケアプランセンター
大阪府大阪市東淀川区豊新４-２
５-１２

2773003989 株式会社ナイン
ケアプランセンターカーネー
ション

大阪府大阪市東淀川区淡路４-１
０-１１-１０３

2773003641 株式会社ケア２１ ケア２１みなみえぐち
大阪府大阪市東淀川区南江口２
－７－１ウェストハイツ１０２

2773002783 株式会社ケア２１
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１－
７－２４アラロマーナｔａｍａ
ｔａｎｉＡＮＮＥＸ２階

2773003773 合同会社ＺｅｒｏＰｉｕｓ
スマートライフケアプランセ
ンター

大阪府大阪市東淀川区小松４－
７－２４

2773003708 エムシーエス株式会社 居宅介護支援事業所アップル
大阪府大阪市東淀川区淡路２－
４－６



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３
０１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

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２
０７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Ⅱ４０６
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

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２０
１

2771501885 株式会社チェス チェスケアプランセンター
大阪府大阪市東成区東小橋二丁
目１１番２８号スペースワン２
階

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

2771501901
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

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

2771501141
有限会社すみれケアセン
ター

オリーブの花
大阪府大阪市東成区東小橋1-17-
17-202

2771500333 株式会社ほうあい ほうあいケアプランセンター
大阪府大阪市東成区大今里1-26-
4

2771501356 株式会社ＫＷ介護センター ＫＷ介護センター愛
大阪府大阪市東成区大今里南6-
23-13

2771501240 株式会社Ｔ＆Ａ トータルケアつばさ
大阪府大阪市東成区深江南2-14-
22-101

2771500549 株式会社ケア２１ ケア２１東成
大阪府大阪市東成区小橋1-1-3山
川ビル２階

2771501612
株式会社都エンタープライ
ズ

介護支援センターみやこ新深
江

大阪府大阪市東成区小橋1-1-3山
川ビル２階

2771501513 株式会社レバンテ ライフインデックスアリエル
大阪府大阪市東成区深江南3-22-
15アトレーユ深江１階

2771502321 社会福祉法人弘仁会
アルカンシェル東成ケアプラ
ンセンター

大阪府大阪市東成区中本4-1-21

2771502107 株式会社クオリス クオリスケアセンター東成
大阪府大阪市東成区中道3-13-23
大阪靴下会館1階

2771502529 株式会社ｔｏｎｄｏ
くれない東成いくのケアセン
ター

大阪府大阪市東成区大今里2-28-
25

2771502644 合同会社Ｍｔ・Ｗｅｓｔ あいる居宅介護支援事業所
大阪府大阪市東成区東中本３-９
-６ＳＵＮＲＩＳＥ２０７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

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



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

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

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Ⅱ
１０１

2772201584
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

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

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３０１
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

2772202467 アデランテ株式会社
ケアプランセンターアデラン
テ

大阪府大阪市生野区鶴橋三丁目
５番４１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２０２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４
０２号室



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 生野区 　）
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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

2772203069
アイアムケアサポートセン
ター

アイアムケアサポートセン
ター

大阪府大阪市生野区小路東二丁
目２１番８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田島5-11-1-
2Ｆ

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

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２０５
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１１２
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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2782200014 生野病院介護サービス事業所
大阪府大阪市生野区中川西三丁
目４番７号生野病院内

2772201501
有限会社あかとんぼ居宅介
護支援サービス

あかとんぼ居宅介護支援セン
ター

大阪府大阪市生野区舎利寺3-3-
23

2772204554 合同会社アムロン アムロンケアプランセンター
大阪府大阪市生野区小路東4-18-
9

2772204414 株式会社ＹＯＵ愛 ＹＯＵ愛ケアプランセンター
大阪府大阪市生野区生野東二丁
目３番６７号

2772200180 医療法人貴和会
フォーシーズンケアプランセ
ンター

大阪府大阪市生野区新今里3-23-
10

2772200610 有限会社グローバル ケアセンターグローバル 大阪府大阪市生野区田島1-1-25

2772202418 特定非営利法人ぱだ さり 大阪府大阪市生野区桃谷2-6-16

2772202996 アンジュ株式会社 居宅介護センター愛樹
大阪府大阪市生野区田島5-3-14
パールハイツ田島４０２号

2772203606 一期合同会社 いちごケアプランセンター
大阪府大阪市生野区生野西3-5-
84

2772203655 株式会社日美豊 ケアセンター悠友 大阪府大阪市生野区林寺4-12-19

2772202962 有限会社三起 大地ケアプランセンター 大阪府大阪市生野区巽西3-16-10

2772204588
有限会社サランヘルパーセ
ンター

サランケアプランセンター 大阪府大阪市生野区巽西3-5-20

2772204398
合同会社ケアプランセン
ターかなや

ケアプランセンターかなや 大阪府大阪市生野区田島4-3-9

2772204232 医療法人福寿会
医療法人福寿会ケアセンター
福寿

大阪府大阪市生野区巽北2-15-3

2772204612
株式会社ケントメディカル
ケア

ケントケアサービス 大阪府大阪市生野区巽南3-6-3

2772204810 株式会社カオル 安心ケアプラン
大阪府大阪市生野区小路東2-7-
17パークスクエア803号

2772204695 一般社団法人あすとの会 ケアプランセンターあすと
大阪府大阪市生野区小路東2-25-
1

2772203879
株式会社住宅管理ビックラ
イフ

スマイル居宅ステーション
大阪府大阪市生野区新今里4-8-
22　1Ｆ

2772203937 いちいサービス株式会社 いちいケアプランセンター
大阪府大阪市生野区新今里3-13-
5ハイツ・プリウス1Ｆ

2772205205 株式会社ＮＡＲＩ ケアプランセンタールシア
大阪府大阪市生野区新今里3-5-
24

2772204109 株式会社ながはら アガペーケアサービス
大阪府大阪市生野区巽北二丁目
９番１９号

2772204638 医療法人社団日翔会
ケアプランセンターいくのあ
いわ

大阪府大阪市生野区巽南五丁目
７番６４号

2772205072 株式会社プランニングＮ 誠居宅介護支援隊
大阪府大阪市生野区林寺４-８-
２２

2772204646 ベル株式会社 ベルライフプランニング
大阪府大阪市生野区田島５-９-
１３

2772204968 社会福祉法人藤光会 金の鈴居宅介護支援事業所
大阪府大阪市生野区巽南３-５-
２５

2772204935
合同会社ライフワークイノ
ベーション

ライフケアプランセンター
大阪府大阪市生野区生野西１ー
３－５
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2772205080
株式会社生野巽ケア―セン
ター

生野巽ケアプランセンター
大阪府大阪市生野区巽西３－１
６－１６
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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１
６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１
６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１
１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２
７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５０５

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２
０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２
６番６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２
１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１
１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１
５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３０２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１
０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２
７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２
０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
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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１
０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　Ｋ
ＩＤＡ

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１
４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

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１
２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
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

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

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

2783100015 かわもと医院
大阪府大阪市旭区赤川３－４－
１１

2773102500 合同会社グローリー はるなケアセンター
大阪府大阪市旭区中宮5-2-2ブ
ルーリバー旭101号室

2773102591 株式会社ライフケア
ライフケアケアプランセン
ター

大阪府大阪市旭区中宮3-16-33

2773102518 合同会社笑吉 笑吉ケアプラン
大阪府大阪市旭区太子橋1-2-2-
102

2773102393 株式会社Ｔｏキープライフ あいケアプランセンター 大阪府大阪市旭区新森2-21-4

2773102211 あさひ松栄株式会社
あさひ松栄ケアプランセン
ター

大阪府大阪市旭区高殿6-24-23

2773102922 合同会社シンフォニア
カンタービレケアプランセン
ター

大阪府大阪市旭区中宮４-１０-
８

2773102708 有限会社気海 あらじんケアプランセンター
大阪府大阪市旭区大宮４-６-１
４

2773102245
合資会社たんぽぽ介護サー
ビス

居宅介護支援たんぽぽ
大阪府大阪市旭区大宮４-２３-
２３グレース大宮６０３

2773102153 一般社団法人風の菜 風の菜ケアプランセンター
大阪府大阪市旭区森小路２－１
０－５８

2773102674 株式会社アンジュ はんどべる
大阪府大阪市旭区千林２－１５
－１２ロイヤルシティ第２ビル
２０２号

2773102468
株式会社シルバーサービス
モリタ

きらきらハート
大阪府大阪市旭区森小路２－８
－１４



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 城東区 　）
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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

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

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２０
１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

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

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

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
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

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１０６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

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５０８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

2774403147
株式会社アスモ介護サービ
ス

アスモ介護サービス大阪 大阪府大阪市城東区関目2-14-20

2774403071 特定非営利活動法人エヌ
にーどケアプランセンター城
東

大阪府大阪市城東区鴫野西1-18-
2

2774403162
社会福祉法人青野ヶ原福祉
会

青都荘ケアプランセンター
大阪府大阪市城東区蒲生1-6-17
１階Ａ号室

2774402396 株式会社ベストライフ
ベストライフ関目居宅介護支
援事業所

大阪府大阪市城東区関目2-13-3

2774400697 株式会社リヨン リヨン 大阪府大阪市城東区今福西3-2-2

2774403022 社会福祉法人慶生会
慶生会緑橋ケアプランセン
ター

大阪府大阪市城東区東中浜6-8-3
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2774403097 株式会社足立 めぐみケアプランセンター
大阪府大阪市城東区天王田７番
５号

2774403238
居宅介護支援事業所ほほえ
み

居宅介護支援事業所ほほえみ
大阪府大阪市城東区天王田７番
５号

2774402891 株式会社とんぼのめがね
ケアプランセンターとんぼの
めがね

大阪府大阪市城東区今福南2-15-
4

2774403303
ゼネラルホールディングス
株式会社

ケアサポートあいおい
大阪府大阪市城東区中央2-15-20
ゼネラル大阪本社ビル６階

2774403428 社会福祉法人弘仁会
弘仁会ケアプランセンター城
東

大阪市城東区今福西５-９-４

2774403378 合資会社にぎやか 介護ステーションほっこり
大阪市城東区諏訪３-１-２０第
２宮田ビル２０２号

2774403261 医療法人仁翔会 松矢ケアプランセンター 大阪市城東区成育４-６-１３

2774402909
株式会社アースシルバープ
ランニング

ケアステーションそら
大阪市城東区今福東３-８-２８-
２

2774403337 株式会社学研ココファン 学研ココファン城東 大阪市城東区鴫野西２-２-５

2774402859 一般社団法人リトリート
リトリート居宅介護支援事業
所

大阪市城東区成育１-７-３-１０
２

2774403287 有限会社幸智 ケアプランセンター幸智 大阪市城東区野江３－４－１７
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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ｋａｗａｔ
ａ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１
９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２
０１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１
０２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

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１０
２号

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

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



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

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

2779201777 医療法人仁和会 あやなみケアプランセンター
大阪府大阪市鶴見区横堤3-10-19
堤之ビル４階

2779201678 合同会社紫陽花 介護支援事業所あじさい
大阪府大阪市鶴見区横堤2-10-
15-105

2779201819 医療法人啓光会 藍の都ケアプランセンター
大阪府大阪市鶴見区放出東2-21-
16

2779201579 株式会社ステップケア
ケアプラン　ラ・ポートはな
てん

大阪府大阪市鶴見区放出東3-9-
24

2779201090 株式会社愛さんさん 愛さんさん鶴見
大阪府大阪市鶴見区諸口４-１０
-１１

2779201488 社会福祉法人慶生会
慶生会鶴見東部ケアプランセ
ンター

大阪府大阪市鶴見区諸口５丁目
浜６番３号受けだビル６階

2779201249
株式会社ライフケアパート
ナー

いとう介護サービス
大阪府大阪市鶴見区諸口５-浜１
０-７

2779201694 株式会社優友里 ゆとりケアステーション
大阪府大阪市鶴見区放出東二丁
目３-６パークサイドはなてん１
０１号

2779201793 社会福祉法人椿福祉会 椿福祉会ケアプランセンター
大阪府大阪市鶴見区茨田大宮２
－２－１４

2779201884 株式会社なごみ
ゆめなごみケアプランセン
ター

大阪府大阪市鶴見区放出３－１
４－１６

2779201835
コミュニティケア＆キュア
株式会社

ココケアプランセンター
大阪府大阪市鶴見区横堤５－１
３－４５グリーンパーク桜花２
階

2779201736 株式会社レザミ ケアプランセンターあずさ
大阪府大阪市鶴見区諸口６－１
５－１１



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１
８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２
１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

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



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

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

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１
Ｆ

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１
０１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



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

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

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

2782300012 全快堂薬局 全快堂薬局
大阪府大阪市阿倍野区王子町三
丁目１番２２号

2772302465 有限会社優友 在宅支援グループゆうゆう会
大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-
4-17　1Ｆ

2772302739 株式会社アミィ アミィ介護サービス
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋
３－１０－１－１２３－２号

2772301236 有限会社笑顔 笑顔ケアプランセンター
大阪府大阪市阿倍野区美章園2-
26-15

2772301822 もーにんぐ株式会社 モーニングあべの
大阪府大阪市阿倍野区昭和町1-
8-12

2772302507
株式会社船和エンタープラ
イズ

介護支援センターはなみずき
大阪府大阪市阿倍野区王子町3-
8-3

2772302598 株式会社勇翔 ケアセンターたいようアベノ
大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-
10-8第2東五ビル1階

2772300303 株式会社住装 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-
13

2772302515 株式会社さと 介護のさと
大阪府大阪市阿倍野区天王寺町
南1-3-19パピルス天王寺101

2772302762 スギメディカル株式会社
スギケアプランセンター昭和
町

大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-
50-16

2772302788
合同会社Ｎ．Ｉ．Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

にこいちケアプランセンター
大阪府大阪市阿倍野区美章園2-
6-19

2772302945 ＣＳＪ株式会社
介護のクリエイティブ鶴ヶ丘
ケアプランセンターさくら

大阪府大阪市阿倍野区西田辺町
二丁目２番１３号



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （　 住之江区 　）

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

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

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

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２０１
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
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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３
０２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

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

大阪府大阪市住之江区新北島二
丁目１番１号

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１－７－３
０

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

2775901966 合同会社おおさか色彩工房 けあ工房夢いろ
大阪府大阪市住之江区住之江2-
11-8

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

2775902022 株式会社全生社 介護の悠
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

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

2775902220
南海ライフリレーション株
式会社

指定居宅介護支援事業所南海
ライフリレーション

大阪府大阪市住之江区住之江2-
10-17-1Ｆ

2775902279
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
ランセンター住之江

大阪府大阪市住之江区粉浜2-6-
12

2775902295
有限会社ライフケアステー
ションこむぎ

けあぷらんせんたーこむぎ
大阪府大阪市住之江区北加賀屋
2-8-19

2775902329
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足立
大阪府大阪市住之江区足立3-6-
33

2775902402
株式会社アップルスタッフ
サービス

アップルケアプランセンター
大阪府大阪市住之江区平林南２
－４－３

2775902469 株式会社オアシスライフ
介護サービスセンターかがや
き

大阪府大阪市住之江区新北島2-
1-1

2775902527 株式会社プライオリティ 御崎ケアプランセンター
大阪府大阪市住之江区御崎6-9-9
シャト―みかげ101

2785900131
ケアプランセンターほがら
か

ケアプランセンターほがらか
大阪府大阪市住之江区中加賀屋
三丁目１１番１７号マンション
元禄４０１号室

2775901958 株式会社ケアラーズ ケアラーズポートタウン
大阪府大阪市住之江区南港中4-
2-12-104

2775902733 株式会社愛の手 ケアプランセンターラブリー
大阪府大阪市住之江区御崎1-9-
18

2775902675 株式会社ログ ログ
大阪府大阪市住之江区粉浜2-6-
12粉浜モール２階

2775902758 玉井商事株式会社 ケアプランセンター花ことば
大阪府大阪市住之江区御崎６-４
-１ＳＯハイツ１０３号室
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2775902626 株式会社ソラスト
在宅ケアサービスソラスト住
之江

大阪府大阪市住之江区御崎６-４
-１ＳＯハイツ１０３号室

2775902519 株式会社アイクル アイクルケアプランセンター
大阪府大阪市住之江区粉浜西２
－７－５春日ビル１階

2775902337 デコポン合同会社 わかぎの介護サービス
大阪府大阪市住之江区南港北２
－１－１０ＡＴＣビルＩＴＭ棟
４階Ｐー２－２

2775902592 居宅介護わらい 居宅介護わらい
大阪府大阪市住之江区新北島２
－２－２９
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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

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

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

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
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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

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１
０９号

2772001935
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

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ＳＥＩ１
０１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１１１
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１
０２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２
０３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　Ｃｏ
ｎｆｏｒｔ　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　Ｃｏ
ｎｆｏｒｔ　ｄｅｕｘ

大阪市住吉区苅田３－２－１８
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
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申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

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

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

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

2782000042 ケアプラン・スミエ ケアプラン・スミエ
大阪府大阪市住吉区遠里小野二
丁目２－３３

2772002453 株式会社スーパーコート
スーパーコートケアプランセ
ンター

大阪府大阪市住吉区長居1-14-29
産双長居コーポ200号室

2772003782 株式会社美豊 ケアセンター悠々
大阪府大阪市住吉区苅田3-8-12
あびこスカイハイツ105

2772002719 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2-8-26

2772003774 株式会社Ｍｉｏ Ｍｉｏケアプランセンター
大阪府大阪市住吉区東粉浜3-24-
16-201

2772002180 株式会社ＨＣＭ アミカ住吉介護センター
大阪府大阪市住吉区長居東2-2-
18-802

2772003832 合同会社介護計画いきいき 介護計画いきいき 大阪府大阪市住吉区万代6-8-14

2772003949 合同会社シクロ
シクロすみよしケアプランセ
ンター

大阪府大阪市住吉区東粉浜3-13-
14そねやビル

2772003519 株式会社メッセージ
メッセージケアプランセン
ター長居

大阪府大阪市住吉区大領5-1-5

2772003816 株式会社バルメイル ケアプランセンターみゅう
大阪府大阪市住吉区帝塚山中5-
8-22-202

2772004186 医療法人博愛会 居宅介護支援あおぞら
大阪府大阪市住吉区東粉浜３-２
７-９

2772004095 株式会社ＯＺ ＯＺケアプランセンター
大阪府大阪市住吉区帝塚山東３-
８-１５２-Ｂ

2772003931 株式会社ウィズケア ケアプランわびさび
大阪府大阪市住吉区我孫子東１
－１－５サンシャイン我孫子２
階２０３

2772000846
有限会社南大阪ケアーセン
ター

みなみケアプランセンター
大阪府大阪市住吉区我孫子１－
４－２２

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万代五丁目
１９番１５号



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

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

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

2770800098 有限会社ゆとりすと ゆとりケアプランセンター
大阪府大阪市東住吉区湯里二丁
目１２番８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

2770800700
有限会社南田辺介護支援事
業所

有限会社南田辺介護支援事業
所

大阪府大阪市東住吉区南田辺三
丁目２１番１０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Ⅱ
２０１号
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2770801187
株式会社アイ・ティー・エ
ス

ふれあい介護・支援センター
たか愛

大阪府大阪市東住吉区鷹合二丁
目４番３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
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

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

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６
０１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
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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 紙ふうせんケアサービス 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１Ｆ

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

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

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

2780800070 プラージュ介護サービス プラージュ介護サービス
大阪府大阪市東住吉区西今川二
丁目９番９号

2780800138 ケアマネージ伊藤接骨院 ケアマネージ伊藤接骨院
大阪府大阪市東住吉区桑津二丁
目６番３５号

2770803233 合同会社花音 花音ケアセンター
大阪府大阪市東住吉区矢田4-8-
24

2770800932 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3-1-1

2770802524
ＨＨＣコミニュケーション
株式会社

ケアサポートセンター風の色
大阪府大阪市東住吉区桑津3-11-
1



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

2770803530 株式会社グリーン・リーフ グリーンリーフ介護センター
大阪府大阪市東住吉区北田辺5-
9-4

2770803647 株式会社あいの手
あいの手ケアプランセンター
東住吉

大阪府大阪市東住吉区北田辺4-
21-11

2770804157 株式会社きらめき たけはらサポート
大阪府大阪市東住吉区杭全4-12-
17

2770804009 フォーリー合同会社
ケアプランセンターフォー
リー

大阪府大阪市東住吉区駒川5-22-
31

2770804124 株式会社セレサ
ケアーズケアプランセンター
東住吉区

大阪府大阪市東住吉区南田辺5-
28-36

2770802557 株式会社トゥラスト ピュアケアステーション
大阪府大阪市東住吉区南田辺5-
18-10

2770803381 社会福祉法人聖綾福祉会
せいりょう居宅介護支援事業
所

大阪府大阪市東住吉区鷹合3-11-
19スーパーコート長居公園フロ
ント100号室

2770803670 真優合同会社 ゆうき介護支援事業所
大阪府大阪市東住吉区桑津3-24-
10-101

2770804082 株式会社アシスト靭
ケアプランセンターアシスト
ゆぎ

大阪府大阪市東住吉区山坂2-10-
15

2772002727 株式会社勇気
やまざくらケアプランセン
ター

大阪府大阪市東住吉区長居東3-
12-9

2770803845 合同会社修斗 ケアプランセンターライフ
大阪府大阪市東住吉区住道矢田
7-5-15

2770804066 株式会社ケアライフ
ケアプランセンターケアライ
フ

大阪府大阪市東住吉区住道矢田
7-5-15

2770802870 社会福祉法人今川学園
地域生活支援センターハーモ
ニー

大阪府大阪市東住吉区住道矢田
7-5-15

2770803654 有限会社クレオ 生活サポートクレオ
大阪府大阪市東住吉区桑津3-2-
12

2770803811 株式会社明里 あか里ライフサポート
大阪府大阪市東住吉区杭全7-8-
31-105

2770802177
株式会社ＲＡＮホールディ
ング

ゆーきケアセンター
大阪府大阪市東住吉区西今川4-
17-26

2770804355 株式会社皆笑 ケアプラン笑い家東住吉
大阪府大阪市東住吉区駒川一丁
目１番２７号クリスタルハイツ
１階

2770804405
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
バー東住吉ケアプラン

大阪府大阪市東住吉区鷹合二丁
目１４番３号樋口マンション１
０１号

2770804561 合同会社憩 ケアステーションあん
大阪府大阪市東住吉区桑津三丁
目２４番５号

2770804603 アメニティー株式会社
アメニティーケアプランセン
ター

大阪府大阪市東住吉区杭全６-３
-２０-１６

2770804645 株式会社ヴァンサンク
ケアプランセンターヴァンサ
ンク鷹合

大阪府大阪市東住吉区鷹合２-７
-２０

2770804611
株式会社リカバリーサポー
ト

陽なたっぼっこ～ＳＯＬＥＩ
Ｌ～

大阪府大阪市東住吉区駒川３-１
５-９

2770804694
株式会社エンタープライズ
ぼん

ケアステーションあん
大阪府大阪市東住吉区駒川３-１
５-９

2770804348
株式会社メディカルクリエ
イト

ピーチケアセンター
大阪府大阪市東住吉区照が丘矢
田１－８－２３

2770804512 ＷＡＤＡ株式会社 ケアプランセンターつぼみ
大阪府大阪市東住吉区北田辺３
－５－１０

2770804488
株式会社Ｍ＆Ｓコーポレー
ション

ラベンダー介護ステーション
大阪府大阪市東住吉区桑津３－
１５－３５



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

2770804256 株式会社レガース バントケアプランセンター
大阪府大阪市東住吉区鷹合２－
１ー３



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

2772302788
合同会社Ｎ，Ｉ，ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

にこいちケアプランセンター
大阪府大阪市平野区本町2-9-20
エルエムズ平野602

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西脇2-5-4
コーポ西脇101

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

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２
１３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3丁
目１番43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



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

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

2775800978 アースサポート株式会社 アースサポート大阪平野
大阪府大阪市平野区長吉長原西
2-8-22

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

2775801174 有限会社創愛 わたぼうしケアセンター
大阪府大阪市平野区背戸口3-7-
3-205

2775801190
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

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１３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

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

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

2775801752 有限会社中野みか ケアプラン中野みか
大阪府大阪市平野区平野上町1-
4-6

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１
０２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

2775801836 有限会社アイル アイルケア平野
大阪府大阪市平野区平野北1-7-
18

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西2-11-
23

2775802859 合同会社ＤＲＥＡＭ　ＯＮ 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

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



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

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

2775802693 株式会社わたぼうし わたぼうしケアセンター平野
大阪府大阪市平野区背戸口5-6-
17-2Ｆ　Ａ号

2775803154
特定非営利活動法人ビハー
ラ２１

ビハーラ２１ケアプランセン
ター

大阪府大阪市平野区喜連二丁目
４番３３号

2775802719
ニチリンケア株式会社平野
事業所

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２０
１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

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

2775802917 株式会社ビハーラ瑞興寺 ケアサービスあんのん
大阪府大阪市平野区平野市町3-
4-7

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

2775803006
特定非営利活動法人地域医
療保険福祉支援活動いのち
のネットワーク

いのちのネットワーク
大阪府大阪市平野区西脇2-11-
34-501

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

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

2775803295
有限会社トマトハウスコー
ポレーション

介護のトマトハウス
大阪府大阪市平野区加美北6-15-
24

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

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

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

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
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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
大阪市平野区背戸口5-6-17小谷
ビル東館3階

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

2775803865
株式会社ぴぃ・すまいる平
野

ケアプラン相談センターぴ
い・すまいる平野

大阪府大阪市平野区喜連東5-14-
41

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

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平野西4-3-
20

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

2775804798 株式会社優心 居宅介護支援こころ
大阪府大阪市平野区平野宮町2-
9-22ハイツコーセー5番街8Ｂ

2775804921 三和株式会社
ケアプランセンターほっとけ
あ

大阪府大阪市平野区長吉出戸7-
9-12

2775805027 株式会社黎明
アクセス在宅介護支援セン
ター

大阪府大阪市平野区背戸口3-6-
10

2775805076
株式会社クリエイトオフィ
ス

オレンジケアプランセンター
大阪府大阪市平野区背戸口2-11-
23

2775805126 医療法人隆星会
介護支援センターオアシスな
がよし

大阪府大阪市平野区流町1-7-19

2775805134 株式会社優空
ゆうそらケアプランセンター
平野

大阪府大阪市平野区長吉川辺4-
1-56マリワ―ル川辺602

2775805217 社会福祉法人共和福祉会 ケアプランセンター万寿苑
大阪府大阪市平野区加美東4-18-
23

2775805290
有限会社ケアセンターわか
な

ケアプランセンターわかな
大阪府大阪市平野区長吉六反1-
7-2Ｄ号

2785800075 サンセール薬局
大阪府大阪市平野区加美鞍作一
丁目１番４１号

2775804160 株式会社ソラスト
在宅ケアサービスソラスト平
野

大阪市平野区背戸口5-5-13-2
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2775805548 合同会社小塚 アニストケアセンター 大阪市平野区平野本町3-3-23

2775805381 太陽不動産株式会社 友介護サービスセンター 大阪市平野区長吉出戸4-3-3

2775805522 株式会社プラスディー
ケアプランセンターさくらの
樹

大阪市平野区喜連2-5-63

2775805480 株式会社鈴蘭 ケアプランセンターりんらん 大阪市平野区長吉出戸3-1-43

2775805365 医療法人孝至会
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

大阪市平野区平野北1-10-31

2775804293
特定非営利活動法人リスペ
クトの会

リスペクトひらのケアプラン
センター

大阪市平野区喜連三丁目２番５
号

2775805720
社会福祉法人四天王寺福祉
事業団

四天王寺紅生園居宅介護支援
事業所

大阪市平野区喜連東五丁目１３
番３０号

2775805449 株式会社かがやき かがやきケアステーション
大阪市平野区加美鞍作一丁目６
番９号

2775805639 医療法人柏木会 柏木ケアプランセンター
大阪市平野区加美南五丁目８番
１８号

2775805647 株式会社コメディカ ハぴネスケアプランセンター
大阪市平野区平野北一丁目１０
番５号シエモア平野1505

2775805308 社会福祉法人大和福寿会
介護センターオアシス地下鉄
平野駅前

大阪市平野区流町一丁目１番５
号

2775805498 みとうメディカル株式会社 みとうケアプランセンター
大阪市平野区加美正覚寺４-４-
１グランドハイツ正覚寺１０１
号

2775805936
合同会社Ｈ・Ｒ・Ｔコーポ
レーション

ケアプランセンターまごのて
大阪市平野区喜連瓜東１-８-３
４

2775805803 株式会社虹のかけはし 介護センターおかあさん 大阪市平野区喜連５-２-４８

2775805258 社会福祉法人逢花
デュランタ平野ケアプランセ
ンター

大阪市平野区平野元町３番１７
号多佳良コーポ４０３号

2775805746 有限会社ナカサダ ほっとケアプラン平野小町 大阪市平野区喜連１ー１－７５
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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３０５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

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
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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
医療法人桂輝会かつらぎク
リニック

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１
０５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

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１Ｆ

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１０３

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１
０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
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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
西成ケアプランセンター

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

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

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

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

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

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３０１

2773303694
特定非営利活動法人多文化
福祉センターＣＡＭＩＣＡ

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６０
２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



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

2773304015
合同会社ＳＨＩＮＤＯ－Ｆ
ＵＪＩ

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、３０９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

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１－２４
－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



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

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

2783300060 ケアプラン葉月 ケアプラン葉月
大阪府大阪市西成区鶴見橋二丁
目２番１６号

2773305046 株式会社ＧＴ２１ ムーンケアプランセンター
大阪府大阪市西成区花園北1-5-4
１階

2773306028 合同会社ゆかり ケアプランセンターゆかり
大阪府大阪市西成区岸里東2-16-
11

2773301565 株式会社大阪ヘルスバンク ＡＭＧケアプランセンター 大阪府大阪市西成区長橋3-4-5

2773301961
さくらケアサービス株式会
社

さくらケアセンター天下茶屋 大阪府大阪市西成区長橋3-4-5

2773300708 株式会社ハロー
ハローホームヘルプサービス
西成

大阪府大阪市西成区橘１－６－
１０－２０１

2773303264 株式会社エバ エバ・みつばち 大阪府大阪市西成区岸里3-11-20

2773306077
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
天下茶屋支店

大阪府大阪市西成区天下茶屋3-
20-3

2773305723 有限会社エンジョイ
ケアプランセンターエンジョ
イ

大阪府大阪市西成区天下茶屋3-
20-3

2773300054
社会福祉法人ヒューマンラ
イツ福祉協会

ヒューマンケアプランセン
ター

大阪府大阪市西成区長橋3-2-27

2773305830 株式会社わたぼうし わたぼうしケアセンター西成
大阪府大阪市西成区汐時1-7-8三
井ビル5階

2773303611
社会福祉法人ヒューマンラ
イツ福祉協会

ヒューマン援護福祉プラザ
大阪府大阪市西成区萩之茶屋1-
2-15

2773305624
社会福祉法人ヒューマンラ
イツ福祉協会

ヒューマンケアプランセン
ターながはし

大阪府大阪市西成区長橋3-7-28
ブランコート203号

2773306788 株式会社ｗｈｉｔｅ ほわいとケアプランセンター 大阪府大阪市西成区旭1-1-6

2773306259 合同会社ばなな 居宅介護支援事業所ばなな
大阪府大阪市西成区天下茶屋2-
18-13

2773306689 株式会社野の花 野の花ケアプランセンター
大阪府大阪市西成区山王３-４-
１０リバープラザ三王１０６号

2773306671
有限会社サニー・トータ
ル・サポート

サニーケアプランセンター
大阪府大阪市西成区鶴見橋２-４
-７

2773306275
合同会社医療介護連携研究
所

藍ケアサポートセンター
大阪府大阪市西成区花園南２-５
-５

2773306473 株式会社にじいろ家族 にじいろケアプランセンター
大阪府大阪市西成区千本南一丁
目１５番２６号

2773306325 株式会社千歳 ケアプランあじさい
大阪府大阪市西成区鶴見橋３-４
-４

2773305756 アイナ合同会社 アイナケアプランセンター
大阪府大阪市西成区玉出中２－
５－８サンプラザ玉出４０１号

2773306341 株式会社来輝
ケアプランセンターオーシャ
ン

大阪府大阪市西成区天下茶屋東
２－１４－１１



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

2773306333 株式会社アイタス あいぷらすケアセンター
大阪府大阪市西成区萩之茶屋１
－６－１３

2773306457 有限会社誠光 居宅介護支援せいこう
大阪府大阪市西成区北津守３－
１１－２

2773305905 グレープパイン合同会社 ミントケアセンター
大阪府大阪市西成区千本中１－
１９－１４オリエントパレス２
０２

2773306663 新和木材株式会社 ケアプランセンター新和
大阪府大阪市西成区岸里東２－
１－９

2773303868 合同会社ＳＥＮ しあわせ介護サポート
大阪府大阪市西成区玉出西１－
１９－９ＬｅＡ／ＬｅＡ玉出６
０番館



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

2773202490 株式会社ハイジ ケアプランセンターハイジ守口 大阪府守口市日向町1-3

2773202946 医療法人清翠会 牧ケアプラン守口 大阪府守口市日本町１-７-２１-１０２

2773202904 医療法人神明会 居宅介護支援事業ラ・ソーラもりぐち 大阪府守口市佐太中町２-９-２

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

2775011295 有限会社ジョイライフ ケアプランセンタージョイライフ 大阪府東大阪市荒川３ー２４ー３５

2775011709 ケアプランセンター悠の里 大阪府東大阪市大連東５-２-２２

2775011055 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ケアプランセン
ター「ふれあい」

大阪府東大阪市新上小阪１１-２

2775012350 株式会社たいせい ケアプランセンターはるひ 大阪府東大阪市南上小阪５－１３メゾンＳＫ４０１

2775004969 合資会社かくもと さとみケアプランセンター 大阪府東大阪市稲田本町１－２１－２５

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

2770100671 社会福祉法人野田福祉会 ハーモニーケアプラン作成サービス 堺市東区南野田33番地

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

2770101422 特定非営利活動法人せかんど 特定非営利活動法人せかんど 堺市檜尾3093-7

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３１０２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



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （市外）.
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事業者番号

申請(開設)者の名称 事業所名称 事業所所在地

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

2770108880 株式会社ハマヤ あいねっとハマヤ居宅介護支援事業所 堺市東区丈六186-9

2770105407 社会福祉法人啓真会 シャルムケアプランセンター 堺市東区八下町１丁１２７番地１

2770107171 社会福祉法人天寿会本部 平尾荘居宅介護支援事業所 堺市美原区平尾１９３８－１

2776001147 株式会社サポート・エノキ ケアプラン・エノキ 堺市堺区榎元町２丁２－２６－３階

2776200665 ケアプランセンターステップケア 堺市堺区東区丈六１９７－１０

2776001584 合同会社ローリエ ローリエケアプランセンター 堺市堺区向陵中町４－３－１６コーポ愛２Ｂ

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

2770302145
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香里園 大阪府寝屋川市香里新町28-28-101

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

2770302582 エルケア株式会社
エルケアひがしくすのきケアプランセン
ター

大阪府寝屋川市萱島本町9-21

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

2770702260 株式会社フルライフケア
居宅介護支援事業所フルライフケア河内
長野

河内長野市本町27-13

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

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

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
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2770900930 株式会社ケア２１ ケア２１高槻 大阪府高槻市大手町３－６３中本ビル２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

2771100811 株式会社ＦｉｅｌｄＢｌｏｏｍ のばな 大阪府岸和田市土生滝町602

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

2771103211 株式会社ベストライフ ベストライフ岸和田居宅介護支援事業所 大阪府岸和田市南上町2-5-28

2771103542 株式会社文衛門 ケアプランセンターつじい 大阪府岸和田市上松町457-1

2771104235 有限会社妙薫 すいめい介護センター 大阪府岸和田市岡山町189番地の2

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 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3番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

2771301138 有限会社丸光 桜介護ケアプランン 大阪府貝塚市

2771301880 合同会社老松サポート 老松サポート 大阪府貝塚市堤16-23

2771301815 株式会社ウェルフェアプランニング アウルケアプランセンター
大阪府貝塚市畠中１-７-４５ハイネスピヴァット３
０２

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

2771400799 社会福祉法人三養福祉会 居宅介護支援事業所箕面の郷 大阪府箕面市石丸1-14-1

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２０３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

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５
０２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２０
１号室
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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

2771602600 ろーたす会北大阪 大阪府吹田市垂水町1-29-19

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

2771603509 社会福祉法人みらい福祉会 みらいケアセンター万博 大阪府吹田市山田北5-13

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

2771604481 アール・オー・エス西日本株式会社 アール介護 大阪府吹田市寿町2-26-9

2771604606 合同会社輝ホールディングス かがやきケアプランサービス 大阪府吹田市元町11-3

2771604960 きずなケアプランセンター きずなケアプランセンター 大阪府吹田市千里山東4-8-21グランシャリオ102

2771605454 株式会社ＪＩＣＣ ジックケアプランセンター吹田 大阪府吹田市千里山東4-6-19

2771605595 ケアプランセンター幸拓園 大阪府吹田市内本町２－５－２４

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２０１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

2771900764 医療法人徳洲会グループ 野崎徳洲会クリニック介護センター 大東市深野3-1-1

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

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

2772406910 社会福祉法人美郷会 フルール長尾ケアプランセンター 大阪府枚方市藤阪東町３－５－８

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
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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

2772600058 社会福祉法人晋栄福祉会 ちどりケアマネジメント 大阪府門真市北島町12-3

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

2772601445
株式会社朝日ケアプランセンター門
真

朝日ケアプランセンター塚本 大阪府門真市朝日町14-13

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

2773200080 社会福祉法人　柏清会 すずしろ園居宅介護支援事業所 大阪府守口市南寺方東通1-13-16

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３２－４４０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

2773202771 株式会社エムアイオー さくらケアプランセンター 大阪府守口市京阪本通2-8-11

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

2773500760 社会福祉法人カナン 居宅介護事業所カナン 大阪府南河内郡河南町大字寛弘寺101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
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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

2773700782 医療法人緑樹会 宮川ケアセンター 大阪府摂津市鶴野1-1-2

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

2773801572 株式会社ＡＬＬＥＹ ライフビューケアセンター 羽曳野市島泉5-11-2

2773801978 株式会社和楽 えがお介護センター 羽曳野市伊賀2-19-6宝ロイヤル１階

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

2773900465 株式会社トータルケアみやび トータルケアみやび 大阪府三島郡島本町高浜２－１－１５

2774000067 プラスワンケアサポート株式会社
プラスワンケアサポート株式会社豊中支
店

大阪府豊中市本町1-5-8高山第一ビル４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

2774001222 株式会社パプリス 夕鶴 大阪府豊中市島江町1-3-1-104

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２
１　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

2774001743 株式会社ソラスト 在宅ケアサービスソラスト豊中 大阪府豊中市南桜塚2町目6番30号2階

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２
０１

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ＫＥＹ
ＡＫＩ１０１号

2774003558 有限会社アイジェクス大阪 介護支援センターはな 大阪府豊中市庄内内幸町3-1-16

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
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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

2774005256 合同会社千雅 グーズベリー 大阪府豊中市豊南町西1-3-3

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

2774005272 株式会社丸和 ケアプランセンターねこのて豊中 大阪府豊中市庄内西町３－１９－１８

2774004887 アースサポート株式会社 アースサポート豊中 大阪府豊中市本町２－４－５

2774004465 株式会社陽葉 はるはケアプラン 大阪府豊中市三和町３－９－１３

2774200089 社会福祉法人茨木厚生会 葦原居宅介護支援事業所 茨木市新和町21-27

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

2774200113 ひまわりケアプランセンター 大阪府吹田市江坂長1-7-7-701

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

2774201681 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 南茨木居宅介護支援事業所 茨木市東奈良3-16-14

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

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

2774500132 社会福祉法人犬鳴山 犬鳴ケアプランセンター日根野 大阪府泉佐野市日根野7120

2774500108 医療法人康生会 優人会介護支援センター 大阪府泉佐野市湊４-５-１７

2774502153 株式会社都エンタープライズ 介護支援センターみやこ泉佐野
大阪府泉佐野市上瓦屋３３４－１ユーカリハウス２
０８

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Ⅱ２０５
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

2774601153 株式会社エイジケア エイジガーデン柏原ケアプランセンター 大阪府柏原市古町3-3-5

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

2774801878 ふれあいケアプランセンター 松原市東新町２丁目２１２番地

2774801621 有限会社スマイルｃｏｍｐａｎｙ 居宅介護支援センタースマイル 松原市天美南４丁目９－１３

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
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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１０
２

2774901736 社会福祉法人カナン ケアプランセンターカナン喜志 大阪府富田林市旭ヶ丘町１２番１４号

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

2775002468 株式会社ケア２１ ケア２１東大阪 大阪府東大阪市小阪本町1-1-32　４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

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

2775004548 株式会社ファミリーケア・サポート 旭町ケアセンター 大阪府東大阪市旭町20-26西田ビル２階

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

2775005594 ケアプランセンターひだまり東大阪 大阪府東大阪市長堂3-2-9

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
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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３
１２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

2775007798 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大阪の湯 大阪府東大阪市菱江6-2-22

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

2775008473 株式会社優空 ゆうそらケアプランセンター 大阪府東大阪市鴻池徳庵町8番13号好川ビル2階

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

2775009406 株式会社スーパーキュア アイガード・ケア東大阪 大阪府東大阪市大連北2-8-21

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

2775010230 医療法人三恵会沖村歯科医院 ケアプランセンターシンフォニート徳庵 大阪府東大阪市稲田本町3-2-8

2775010248 株式会社川端 るるケアプランセンター 大阪府東大阪市寿町1-4-34

2775010818 ひだまりケアプランセンター 大阪府東大阪市長堂3-2-9おきつもビル2階

2775011253 株式会社シンシア ケアプランセンターあいおい 大阪府東大阪市大連北2-4-3

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

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１０
１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
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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

2775501956 株式会社ソラスト 居宅介護支援事業所ソラスト八尾 大阪府八尾市木の本2-8-1

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１０
２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

2775502764 有限会社サポートゆう サポートゆうケアプランセンター 大阪府八尾市南木の本6-35-11

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４１２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

2775505015 株式会社ＥＬ イージーライフケアプランセンター 大阪府八尾市本町7-12-17-303

2775505510 くさびケアプランセンター 大阪府八尾市南久宝寺３-４８

2775503937 株式会社オープル ケアプランセンターオープル
大阪府八尾市大田３丁目１９４番地５レヴィ八尾南
３Ｄ

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

2776001360 合同会社グレースケアサービス グレースケアサービス 堺市堺区南島町4-147-5Ｇ-ＢＯＸ　ＢＯ2号室

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

2776001915 社会福祉法人ラポール会 くみのき苑笑寿 堺市堺区北田出井町1-5-5

2776001980 株式会社アトミック れぴどケアプランセンター 大阪府堺市堺区扇橋町1-3-3ダイケンビル8階

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

2776100253
医療法人鳳クリニック介護支援ス
テーション

医療法人鳳クリニック介護支援ステー
ション

大阪府堺市中区土師町1-14-8

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

2776301505 法人不明 ニソメケアプランセンター 大阪府堺市中区深井北町92

2776300077 株式会社セルビス セルビス介護支援センター 大阪府堺市西区浜寺元町1丁120番地1

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

2776301182 ヒューマンライフケア株式会社 ヒューマンライフケアひしき 堺市西区菱木1-2446-1

2776301505 ニソメ株式会社 ニソメケアプランセンター 堺市中区深井北町92

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

2776400562 株式会社元気 ケアプランセンター元気 大阪府堺市南区庭代台4-6-14

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



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

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

2776500957 株式会社ＶＡＧＯ ケアバンビ 堺市北区百舌鳥梅北町4丁223番

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

2776501252 パープルケアサポート株式会社 パープルケアプランセンター 大阪府堺市野遠町274番地

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

2776501633 株式会社アスモ介護サービス アスモ介護サービス堺 堺市北区黒土町69-2

2779300017 社会福祉法人享佑会 ファヴォーレ・ケアプランセンター 大阪府大阪狭山市大野西742-11

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

2779301098 合同会社アダチ ゆずの木ケアプランセンター 大阪府大阪狭山市東茱萸木一丁目750番地2

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

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

2775502483 三和株式会社 ほっとけあ八尾 八尾市跡部北の町2-4-38

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

2770304331 株式会社南心堂 南心堂ケアマネ事務所 大阪府寝屋川市木屋町14-10　2階

2774601286 合同会社しおん ケアプランセンターしおん 大阪府柏原市国分西2-7-30-105

2775400076 ピープルケアプランセンターただおか 泉北郡忠岡町高月北１－１１ー３

2774200808 アイケアプランセンター 茨木市安威2-10-11



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

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

1271201939
あおぞらの里六高台ケアプラ
ンセンター

千葉県松戸市六高台７-２-１１

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

1871700484
坂井市社会福祉協議会
みくにケアプランセンター

福井県三国町中央１－６－３

1272501519
指定居宅介護支援事業所こま
ぎ安心館

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

1270801093
生活クラブ市川介護ステー
ション

千葉県市川市市川南1-8-29セゾン松原303

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

1371204056
やさしい手祖師谷居宅介護支
援事業所

東京都世田谷区祖師谷3－36－30和光ビル202

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



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

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

2472500442 居宅介護事業所　ふれんど 三重県津市美杉町八知5902番

2471300786 ケアマネ処のんびり 三重県名張市新田字出山1233-3

2470700044
桜木記念病院居宅介護支援セ
ンター

三重県松阪市南町443番地の4

2471200853 居宅介護支援事業所きずな 三重県伊賀市上野恵美須町1664-5

2470900149 ケアプラン有明の里 三重県鳥羽市相差町１８７８－１

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

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



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

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

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



介護予防支援業務一部委託事業所一覧 （府外）
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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

2873002451 ソラストつかしん 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1

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

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

2873301234
居宅介護支援事業所カモミー
ル

兵庫県伊丹市西野1-77-1　１階

2870904238 あいケア夙川 兵庫県西宮市大井手町5-5-202

2870102197
オリックスケアプランセン
ター御影

兵庫県神戸市東灘区御影中町4-2-1

2873007971
あいライフケアプランセン
ター

兵庫県尼崎市西難波町3-30-11

2873500231 夢の里居宅介護支援事業所 兵庫県姫路市夢前町戸倉字登り尾1105-38

2871000788 ハッピーネットワーク芦屋 兵庫県芦屋市海洋町12-3

2872301011 風蘭居宅介護支援センター 兵庫県三木市緑が丘町本町1-2-2

2871100505
ケアプランセンター宝塚あい
わ苑

兵庫県宝塚市中筋２－１０－１１

2873007948 ケアプランセンターひかり 兵庫県尼崎市立花町３－３０－８
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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１
F

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

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

2970101214 株式会社奈良ケアセンター 奈良県奈良市大宮町4-275-5　森村第2ビル303号

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
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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

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

2970101040 西ノ京在宅介護支援センター 奈良県奈良市六条西5-17-43

2970500571 介護支援きくかわ 奈良県橿原市上品寺町380-22

2970102576 ぽれぽれ登美ケ丘 奈良県奈良市登美ケ丘２-２-１５

2970800377
(医)鴻池会居宅介護支援事業
所

奈良県御所市大字池ノ内１０６４番地

2970105306
居宅介護支援事業所奈良桃寿
園

奈良県奈良市芝辻町４丁目１２－４

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
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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

3650180023 ライフケア応神 徳島県徳島氏応神町古川宇多ノ上32-1

3670100035 かもな園居宅介護支援事業所 徳島県徳島市名東町二丁目４５４番地

3610124772 はやしケアマネジメント 徳島県徳島市中昭和町２丁目９４

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

3770200677
社会福祉法人丸亀市社会福祉
協議会

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

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
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4570104440
ひまわり指定居宅介護支援事
業所

宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂65-2

4572100933
ふれあい地球館ケアプランセ
ンター

宮崎県東臼杵郡門川町大字庵川2596-2

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


