○ 居宅サービス等事業所一覧表
※ 一覧表に掲載している情報は、堺市が所管している「介護予防支援」「地域密着型通所介護」「居宅介護支援」「居宅サービス」「介護予防サービス」事業所です。
ただし、介護保険法第７１条で規定している医療みなし及び第７２条で規定している施設みなしの情報は除いています。
令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所番号

事業所所在
地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防支援

堺第２地域包括支援センター

2706000037 堺市堺区

今池町４丁４番１２号

072-229-9240 072-229-9234 公益財団法人浅香山病院

介護予防支援

堺第３地域包括支援センター

2706000045 堺市堺区

京町通１番２１号

072-223-1500 072-223-1522 社会福祉法人宏和会

介護予防支援

堺第４地域包括支援センター

2706000052 堺市堺区

協和町三丁１２８番地１１
別養護老人ホーム愛らいふ

介護予防支援

堺第１地域包括支援センター

2706000029 堺市堺区

海山町３丁１５０番地２

介護予防支援

西第１地域包括支援センター

2706300023 堺市西区

浜寺石津町西５丁１１番２１号 072-268-5056 072-268-5066 社会福祉法人コスモス

介護予防支援

西第２地域包括支援センター

2706300031 堺市西区

草部５３１番地
テひのき内

介護予防支援

西第３地域包括支援センター

2706300049 堺市西区

津久野町１丁５番８号 アーバ
072-260-5022 072-260-5033 社会医療法人同仁会
ンフォーレスト１階１０３号

介護予防支援

中第２地域包括支援センター

2706100035 堺市中区

土塔町２０２８番地

072-234-6500 072-234-6501 社会福祉法人東光学園

介護予防支援

中第３地域包括支援センター

2706100043 堺市中区

東山８４１番地１

072-234-2006 072-234-2013 社会福祉法人悠人会

介護予防支援

中第１地域包括支援センター

2706100027 堺市中区

深井中町１８８８番地１４

072-276-0800 072-276-0802 社会福祉法人稲穂会

介護予防支援

東第１地域包括支援センター

2706200025 堺市東区

石原町３丁１５０番地

072-240-0018 072-240-0048 社会福祉法人そうび会
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特

ウェルフォン

072-275-8586 072-275-8587 社会福祉法人堺中央共生会

072-222-8082 072-222-8083 社会福祉法人堺福祉会

072-271-0048 072-284-8875 社会福祉法人あすなろ会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防支援

東第２地域包括支援センター

2706200033 堺市東区

南野田３３番地

072-237-0111 072-237-3900 社会福祉法人野田福祉会

介護予防支援

南第３地域包括支援センター

2706400047 堺市南区

茶山台３丁２２番９号

072-289-8085 072-289-8086 社会福祉法人よしみ会

介護予防支援

南第４地域包括支援センター

2706400054 堺市南区

逆瀬川１０３８番地２

072-291-6681 072-291-6682 社会福祉法人上神谷福祉会

介護予防支援

南第２地域包括支援センター

2706400039 堺市南区

原山台１丁６番１－１０３号
府公社泉北原山台Ｃ団地１棟

072-290-7030 072-290-7665 社会福祉法人こころの家族

介護予防支援

南第１地域包括支援センター

2706400021 堺市南区

赤坂台２丁５番地７
隣センター内

072-295-1555 072-295-1556 社会福祉法人美木多園

介護予防支援

美原第１地域包括支援センター 2706600026 堺市美原区 平尾５９５番地１

介護予防支援

北第１地域包括支援センター

2706500069 堺市北区

北花田町三丁２８－１
ル

介護予防支援

北第３地域包括支援センター

2706500044 堺市北区

野遠町３４４番地１

072-257-1515 072-257-1525 社会福祉法人堺暁福祉会

介護予防支援

北第２地域包括支援センター

2706500036 堺市北区

長曽根町１１９９番地６

072-252-0110 072-257-2941 社会福祉法人関西福祉会

介護予防支援

北第４地域包括支援センター

2706500051 堺市北区

百舌鳥陵南町２丁６６２番地

072-276-3838 072-276-3800 社会福祉法人大阪福祉会

2776002764 堺市堺区

浅香山町三丁５－２０

072-232-8300 072-232-8301 株式会社サムズアップ

2776003432 堺市堺区

浅香山町三丁１２番１０号
ナタニビル３階

介護予防通所サービ デイサービス
ス
浅香山

きたえるーむ堺

介護予防通所サービ
リハビリセンターあさか
ス
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赤坂台近

072-369-3070 072-369-3038
今井ビ

ハ

社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

072-240-0120 072-240-0121 社会福祉法人みささぎ会

072-228-9050 072-228-9051 合同会社Ｚｉｎ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

法人名

介護予防通所サービ ニチイケアセンターベルマー
ス
ジュ堺

2770103246 堺市堺区

田出井町１番２－１００号
ルマージュ堺弐番館

介護予防通所サービ
ビーナスクラブ
ス

2776003770 堺市堺区

田出井町１番１号 ベルマー
ジュ堺１階１２４号室

072-276-4342 072-276-4604 株式会社ビーナス

介護予防通所サービ げんきリハビリデイサービス
ス
方違前店

2776003390 堺市堺区

南田出井町二丁３番１号

072-275-7319 072-275-7519 株式会社ヒューマン・ライフ

介護予防通所サービ
デイサービスアクア堺北
ス

2776001881 堺市堺区

北田出井町一丁５－５

072-228-9400 072-228-9665 社会福祉法人ラポール会

介護予防通所サービ
たいよう浅香山
ス

2770108260 堺市堺区

今池町一丁３番２１号

072-232-4137 072-226-1332 有限会社たいよう

介護予防通所サービ
たいようの家デイサービス
ス

2776002210 堺市堺区

今池町一丁３番２２号

072-232-4137 072-232-4169 有限会社たいよう

介護予防通所サービ やすらぎ倶楽部
ス
ハ・タウン

2776003069 堺市堺区

今池町二丁６－２２

072-238-3220 072-238-3221

介護予防通所サービ
らびっとカフェデイサービス
ス

2796000202 堺市堺区

今池町二丁７－７

072-242-7353 072-242-7536 株式会社ラビット

介護予防通所サービ フェリーチェ けやき通り
ス
イサービスセンタ－

2776003671 堺市堺区

北三国ヶ丘町五丁２番１号

072-232-1115 072-232-1165 株式会社アンダンテ

2776003846 堺市堺区

向陵中町六丁６番１号

072-276-4556 072-247-7065 照恵商事株式会社

介護予防通所サービ 医療法人荒巻会リハビリデイ
ス
サービスあらまき

2776001642 堺市堺区

向陵東町三丁５－２０

072-246-9921 072-246-9931 医療法人荒巻会

介護予防通所サービ
デイサービス
ス

2796000293 堺市堺区

向陵東町三丁８－４６

072-267-4875 072-267-4873 クレアーレ合同会社

介護予防通所サービ デイサービス
ス
国ヶ丘

晴れる家リ

ケアプラス三

デ

らら・しっく
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ベ

事業所FAX

072-282-8031 072-282-8032 株式会社ニチイ学館

特定非営利活動法人やすらぎ倶
楽部

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ
ツクイ堺
ス

2776002038 堺市堺区

向陵西町二丁４－１２

072-225-5547 072-225-5548 株式会社ツクイ

介護予防通所サービ
デイサービス愛さんさん
ス

2776002186 堺市堺区

榎元町三丁１番２５号

072-350-8883 072-350-8983 株式会社幸裳苑なかを

介護予防通所サービ 大仙もずの音デイサービスセン
2776001659 堺市堺区
ス
ター

大仙町１番２号

072-238-0088 072-238-1388 社会福祉法人みささぎ会

介護予防通所サービ
デイサービスさくら
ス

2796000244 堺市堺区

一条通１１－３

072-221-0571 072-221-0572 合同会社さくら

介護予防通所サービ グレース堺デイサービスセン
ス
ター

2770102966 堺市堺区

京町通１番２１号

072-232-0007 072-232-1133 社会福祉法人宏和会

介護予防通所サービ つくしの会デイサービスセン
ス
ター

2770105910 堺市堺区

翁橋町一丁９番１５号

072-238-4377 072-238-4338 オムニクス株式会社

介護予防通所サービ
デイサービスかがやき
ス

2776002194 堺市堺区

翁橋町一丁９９番地

072-275-5669 072-275-5779 株式会社アキ

2776004117 堺市堺区

翁橋町１丁９－１
１０１室

072-343-0809 072-343-0809 株式会社和志エステート

介護予防通所サービ ベルライブデイサービスセン
ス
ター

2770106116 堺市堺区

南安井町三丁１番１号

072-221-7013 072-221-7173 社会福祉法人悠人会

介護予防通所サービ
リハカフェ
ス

2776002707 堺市堺区

大仙中町１番７号

072-248-4020 072-248-4020 Ｒｏｏｔ

介護予防通所サービ
アクティブデイサービス堺
ス

2776001303 堺市堺区

緑ヶ丘北町一丁１番地１

072-247-7677 072-247-7688 株式会社アクティブ

介護予防通所サービ
デイサービス
ス

2776002905 堺市堺区

南陵町一丁２番６号

072-280-0830 072-241-7772 社会福祉法人サワリ

介護予防通所サービ 機能訓練型
ス
志縁

デイサービス

ピパ

和
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シャルム堺

Ｌａｂｏ株式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防通所サービ
ＧＲＡＮＤ
ス

せせらぎ 2776003820 堺市堺区

ＳＰＡ

介護予防通所サービ
ニチイケアセンター津久野
ス

2776000636 堺市堺区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-275-5140 072-275-5141 株式会社せせらぎ

霞ヶ丘町四丁１番３８号
神石市之町１６番２５号
ＣＴファーストビル

ＦＯ

072-267-6528 072-266-5271 株式会社ニチイ学館

介護予防通所サービ ペガサスデイサービスセンター
2776002103 堺市堺区
ス
神石

神石市之町３番３８

072-265-9020 072-265-9021 社会医療法人ペガサス

介護予防通所サービ デイサービス・宅老所
ス
つー

2776000479 堺市堺区

石津町三丁１５番５号

072-243-4033 072-243-4030 株式会社みぃ・つー

2776003556 堺市堺区

石津町三丁１４番５４号

072-350-3900 072-350-3899 株式会社ビオネスト

2796000251 堺市堺区

大仙西町五丁１３４番
ステージ大仙

072-280-5558 072-280-0150 株式会社ビーナス

介護予防通所サービ
デイサービス笑楽
ス

みぃ・

石津

介護予防通所サービ
ビーナスプラス御陵通
ス

ライフ

介護予防通所サービ
愛らいふデイサービスセンター 2770101505 堺市堺区
ス

協和町三丁１２８番地１１

072-245-3711 072-245-3322 社会福祉法人堺中央共生会

介護予防通所サービ
デイサービス
ス

2776003689 堺市堺区

昭和通二丁３４番１

072-243-0294 072-243-0295 ハイジイノベーション株式会社

2776003838 堺市堺区

昭和通二丁３６番１

072-242-7201 072-242-7205 エルケア株式会社

2776002392 堺市堺区

出島海岸通一丁３－１０

ハイジ

介護予防通所サービ エルケア株式会社
ス
イサービス御陵前

エルケアデ

介護予防通所サービ
いずみデイセンター
ス

２階 072-280-5566 072-280-5599 株式会社いずみ

介護予防通所サービ デイサービスステーションきず
2770105159 堺市堺区
ス
なの会

西湊町六丁４番３号

072-243-7600 072-243-7608 特定非営利活動法人きずなの会

介護予防通所サービ デイサービス
ス
陵前

西湊町一丁３－２４

072-243-7555 072-243-7556 医療法人オーク会

オーク倶楽部御

2776002871 堺市堺区
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ ペガサスデイサービスセンター
2776003309 堺市堺区
ス
雅老園

楠町二丁１番２０号

072-245-8815 072-245-8802 社会福祉法人風の馬

介護予防通所サービ
堺ケアセンターそよ風
ス

南島町五丁１６１番地２

072-225-5410 072-225-5412

介護予防通所サービ
ゆうあいデイサービスセンター 2776000453 堺市堺区
ス

南島町五丁１５７番地の２

072-226-3900 072-226-3950 株式会社ライフメイト

介護予防通所サービ
デイサービスいとう
ス

2776000867 堺市堺区

鉄砲町２２番地
Ｆ

072-267-4724 072-267-4724 株式会社伊藤鍼灸整骨院

介護予防通所サービ
ポシブル堺鉄砲町
ス

2776003044 堺市堺区

三宝町四丁２５４－１

介護予防通所サービ リハビリデイサービス大きな
ス
手・堺

2776001378 堺市堺区

柳之町東１－１－７

072-222-4000 072-222-4003 株式会社東海医療グループ

介護予防通所サービ
笑若庵デイサービス
ス

2770105654 堺市堺区

神明町東三丁１番３２号

072-223-8017 072-223-8014 有限会社笑若庵

介護予防通所サービ
ジョイリハ堺東
ス

2776001493 堺市堺区

櫛屋町東三丁１－１０

072-223-8100 072-223-8101

介護予防通所サービ デイサービスセンターアル・
ス
ソーレ

2770104830 堺市堺区

甲斐町西二丁１番１５号

072-222-2262 072-222-2302 社会福祉法人南の風

介護予防通所サービ リハビリデイサービスクロー
ス
バー

2776000941 堺市堺区

市之町東五丁２番１１号

072-224-5555 072-224-5050 株式会社申光

介護予防通所サービ リハビリデイサービス
ス
筋倶楽部

2776001451 堺市堺区

甲斐町東二丁１番２号２階

072-223-0075 072-223-0076 株式会社ＯＺＫ

2776002129 堺市堺区

甲斐町東三丁１番１３号

072-222-2666 072-222-2655 株式会社ソフトアップＪ

介護予防通所サービ
エントレリハ
ス

2770109078 堺市堺区

オズ貯
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川元ハイツ１

１階

株式会社ユニマット リタイア
メント・コミュニティ

072-225-1611 072-225-1630 株式会社創新ウェルネス

株式会社キックス・インターナ
ショナル

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ
デイサービス宿院
ス

2770108930 堺市堺区

宿院町東一丁１番１３号
ビル１階

介護予防通所サービ
せせらぎ優ゆー本舗中之町
ス

2776001857 堺市堺区

中之町西二丁２番地２９

介護予防通所サービ
堺リハビリテーションセンター 2776002715 堺市堺区
ス

中之町西四丁１番２８号
プラザ宿院１０１

介護予防通所サービ
せせらぎ優ゆー本舗宿院
ス

2776000974 堺市堺区

宿院町西三丁１番１３号

072-238-1882 072-238-1883 株式会社せせらぎ

介護予防通所サービ
Ａデイサービス
ス

2776002046 堺市堺区

少林寺町東二丁１番２１号

072-224-6556 072-224-6562 株式会社Ａｐｌａｎｎｉｎｇ

介護予防通所サービ
ビーナスプラス御陵前
ス

2796000269 堺市堺区

南半町西三丁１番６－１０１号 072-269-4644 072-269-4755 株式会社ビーナス

介護予防通所サービ
デイサービス笑楽
ス

堺

2776002657 堺市堺区

住吉橋町二丁１番１２号

072-350-3822 072-350-3821 株式会社ビオネスト

大浜

2776003127 堺市堺区

大浜中町二丁３番１４
Ｋハイツ１階

072-238-5861 072-238-5862 有限会社Ｍａｎｎａ

2776002053 堺市堺区

大浜南町三丁１番１１号
大浜南町第二３０１号室

介護予防通所サービ ハートピア堺デイサービスセン
2770101091 堺市堺区
ス
ター

海山町三丁１５０番地１

072-222-8080 072-222-8778 社会福祉法人堺福祉会

介護予防通所サービ 機能訓練ケアステーション
ス
ヴィンテージクラブ

戎島町一丁５５番地８

072-225-4155 072-225-4156 阪南倉庫株式会社

介護予防通所サービ
すまいるはあと
ス

介護予防通所サービ
リハビリテーション颯
ス

大浜

2776002863 堺市堺区

介護予防通所サービ 老人デイサービスセンター結い
2770102750 堺市西区
ス
の里

田中

事業所TEL

072-222-6331 072-222-6332 三和機電工業株式会社

072-256-4471 072-256-4472 株式会社せせらぎ
朝日

大浜Ｔ

ＵＲ

072-205-5241 072-205-5242 合同会社ＳＲＣ

072-225-0501 072-225-0502 有限会社ケアサプライ

浜寺石津町西五丁１１番２１号 072-267-6870 072-267-6860 社会福祉法人コスモス

7 / 264 ページ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ
デイサービスケアライフ石津川 2770108245 堺市西区
ス

浜寺石津町西二丁１番６号

072-241-8181 072-241-8139

介護予防通所サービ ペガサスデイサービスセンター
2776302149 堺市西区
ス
石津北

浜寺石津町西一丁２番７号

072-245-9605 072-245-9240 社会福祉法人風の馬

介護予防通所サービ
アースサポート堺浜寺
ス

2776302529 堺市西区

浜寺石津町中一丁９番２４号

072-280-0220 072-280-0221 アースサポート株式会社

介護予防通所サービ デイサービス
ス
川

2776302628 堺市西区

浜寺石津町中三丁２番８号

072-244-5910 072-244-5911 株式会社ソラスト

2796300305 堺市西区

浜寺石津町中二丁６番２８号

072-280-2088 072-280-2089 株式会社誓歯会

介護予防通所サービ ペガサスデイサービスセンター
2776300432 堺市西区
ス
石津

浜寺石津町東一丁３番３１号

072-245-3661 072-245-3661 社会医療法人ペガサス

介護予防通所サービ ペガサスデイサービスセンター
2776300721 堺市西区
ス
石津２号館

浜寺石津町東１丁３番２８号

072-247-3333 072-247-3333 社会医療法人ペガサス

介護予防通所サービ
リハビリテーション颯
ス

浜寺石津町東四丁２番８号
アークリム１０２号室

072-280-5711 072-280-5712 有限会社ケアサプライ

介護予防通所サービ
デイサービスセンターｈａｌｅ 2776301406 堺市西区
ス

浜寺船尾町東一丁１２９番地

072-275-8580 072-275-8581 株式会社虹色ケアサービス

介護予防通所サービ 指定通所介護エテルノスポーツ
2776300176 堺市西区
ス
浜寺

浜寺元町一丁１２０番地１

072-267-1522 072-267-1508 株式会社セルビス

介護予防通所サービ
中央デイサービスセンター
ス

2776300713 堺市西区

浜寺公園町一丁２２番５

072-263-2266 072-263-3670 医療法人恵泉会

介護予防通所サービ デイサービスセンター
ス
バー

2796300495 堺市西区

上野芝町３丁６番地１７
ツウェルブ上野芝

ソラスト堺石津

介護予防通所サービ
あいあい浜寺
ス

2776301042 堺市西区

クロー

8 / 264 ページ

ザ・

072-246-9115

ケアライフ・メディカルサプラ
イ株式会社

株式会社アールファム

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

介護予防通所サービ 在宅サービス
ス
ホーム上野芝

事業所所在
事業所番号 地（区）

コープスマイル
2770108617 堺市西区
デイサービス

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

北条町二丁２４番６号

072-276-7073 072-276-7078 大阪いずみ市民生活協同組合

介護予防通所サービ
晴れる家リカバリー
ス

2776302719 堺市西区

上野芝向ヶ丘町六丁６－１６

072-276-0909 072-276-0910 エクレシア株式会社

介護予防通所サービ
デイスクール双修
ス

2776301018 堺市西区

家原寺町一丁８番４１号

072-249-7103 072-271-1300 株式会社双修

介護予防通所サービ
あ湯む入浴特化デイサービス
ス

2796300420 堺市西区

堀上緑町一丁１番６号

072-260-5215 072-260-5216 有限会社いぶきグループ

介護予防通所サービ 朗友サロンデイサービスセン
ス
ター

2770101521 堺市西区

草部７４３番地

072-271-7611 072-271-7311 社会福祉法人おおとり福祉会

介護予防通所サービ 堺福泉療護園デイサービスセン
2770101810 堺市西区
ス
ター

草部３４１番地

072-271-0008 072-271-0082 社会福祉法人あすなろ会

介護予防通所サービ
ケアサービスはるかぜ
ス

草部２３６

072-372-7075 072-372-7053 有限会社はるかぜ

介護予防通所サービ パルハウスくさべデイサービス
2776300523 堺市西区
ス
センター

草部１４１７

072-275-0111 072-275-0075 社会福祉法人和風会

介護予防通所サービ
デイリハケアライフ福泉
ス

2776301356 堺市西区

草部４６５番地１４号

072-271-1370 072-271-1360

ケアライフ・メディカルサプラ
イ株式会社

介護予防通所サービ
オレンジ
ス

2776301844 堺市西区

草部１１１８番地３

072-349-4162 072-349-4164

特定非営利活動法人グリーンレ
スト

介護予防通所サービ ポラリスデイサービスセンター
2776301919 堺市西区
ス
草部

草部１５８９－１

072-274-2532 072-274-2533 株式会社ポラリス

介護予防通所サービ
デイサービスセンターけんこう 2776302230 堺市西区
ス

草部８６３番地

072-273-5103 072-271-8071 株式会社ケア・イノベーション

デイサービス

2770107700 堺市西区

9 / 264 ページ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防通所サービ
デイサービスあき
ス

2796300347 堺市西区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

草部３７８－３

072-260-5778 072-260-5779 株式会社アキ

介護予防通所サービ デイサービスセンターハートピ
2770101877 堺市西区
ス
ア泉北

太平寺３３１番地１

072-297-9598 072-297-8838 社会福祉法人堺福祉会

介護予防通所サービ ベルアルプデイサービスセン
ス
ター

2776301216 堺市西区

菱木一丁２３４３番１６

072-349-6714 072-349-6717 社会福祉法人悠人会

介護予防通所サービ
デイサービスひなた
ス

2776301687 堺市西区

菱木一丁２３１３番地

072-339-4165 072-339-4651 優仁ウエルネス株式会社

健康サロン リフレ・えびす
介護予防通所サービ
萬崎クリニックモールデイサー 2776301935 堺市西区
ス
ビス

菱木一丁２２２９番２
リニックモール内

萬崎ク

介護予防通所サービ ハートフルサンクデイ・ひしき
2776302537 堺市西区
ス
乃湯

菱木１－２４４６－１
ル１Ｆ

ドイビ

介護予防通所サービ
デイサービスつばき堺
ス

山田一丁１０８４番１

072-260-5771 072-260-5772

介護予防通所サービ はーとらんどデイサービスセン
2770101489 堺市西区
ス
ター

津久野町一丁７番２０号

072-272-7400 072-272-7401 社会福祉法人フローラ藤の会

介護予防通所サービ
せせらぎ健康本舗
ス

2776300309 堺市西区

津久野町三丁３３番地１８

072-269-0222 072-349-7510 株式会社せせらぎ

介護予防通所サービ
早稲田イーライフ堺津久野
ス

2796300396 堺市西区

津久野町三丁３１－１０番地

072-267-0850 072-267-0851 株式会社ウィザスイーライフ

介護予防通所サービ 老人デイサービスセンターやす
2770109110 堺市西区
ス
らぎの園津久野

鶴田町１０番７号

072-260-0003 072-260-0202 社会福祉法人稲穂会

介護予防通所サービ
朗友館デイサービスセンター
ス

鳳東町六丁６５９番地１

072-275-1555 072-275-1775 社会福祉法人おおとり福祉会

菱木

2776300648 堺市西区

2770101513 堺市西区

10 / 264 ページ

072-272-7711 072-272-7728 株式会社オプトアイ

072-260-3180 072-260-3182 株式会社ハートフルサンク
株式会社カメリヤ・プランニン
グ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防通所サービ
せせらぎ優ゆー本舗
ス

2776300424 堺市西区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

鳳東町二丁１６９番地２

072-260-0220 072-260-0210 株式会社せせらぎ

介護予防通所サービ 生活リハビリデイセンターアビ
2776301224 堺市西区
ス
リティーズ堺おおとり

鳳東町七丁８０７

072-260-1611 072-260-1612

介護予防通所サービ
レッツ倶楽部鳳
ス

鳳東町七丁７４５番地４ 鳳グ
072-284-9471 072-284-9474 株式会社関西研磨
リーンパレス１階Ｄ・Ｅ号

2796300263 堺市西区

アビリティーズ・ケアネット株
式会社

介護予防通所サービ リハビリデイサービスｎａｇｏ
2796300321 堺市西区
ス
ｍｉ堺鳳店

鳳東町三丁２５０

072-275-5846 072-275-5847 株式会社Ｓｕｎ－ｙｏｕ

介護予防通所サービ リハビリデイサービス
ス
鳳

2796300404 堺市西区

鳳東町四丁３８７－１

072-260-1670 072-260-1671 株式会社ティー・エム・ティー

介護予防通所サービ さいせいデイサービスセンター
2776303014 堺市西区
ス
鳳

鳳南町５－７１０－１

072-260-2231 072-260-2232 株式会社イムラ

介護予防通所サービ
デイサービスセンターせせらぎ 2770105506 堺市西区
ス

鳳西町一丁６８番地１８

072-275-8111 072-275-8111 株式会社せせらぎ

介護予防通所サービ
デイサービスあんず
ス

2776300705 堺市西区

鳳西町一丁８９番地１１

072-262-2214 072-262-2215 株式会社アプリコット

介護予防通所サービ
クオレ倶楽部堺鳳
ス

2776301836 堺市西区

鳳西町二丁９１－５

072-263-8821 072-263-8827 株式会社クオレ

介護予防通所サービ
リハビリデイサービスビタミン 2776300986 堺市西区
ス

鳳中町十丁７番１４号

072-267-1414 072-267-1415 株式会社ＢＵＤＤＹ

介護予防通所サービ
ビーナスクラブ鳳
ス

2776300465 堺市西区

鳳北町八丁４４６番地の１

072-230-4388 072-230-4399 株式会社ビーナス

介護予防通所サービ
デイサービスことばの泉
ス

2776100782 堺市中区

新家町３４９番地８

072-290-7870 072-290-7871 ことばの泉有限会社

ハピエ
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防通所サービ
デイサービス絆
ス

2776101970 堺市中区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

新家町４９９－１

072-234-0570 072-234-0571 株式会社絆

介護予防通所サービ グリーンハウス大野芝デイサー
2776101178 堺市中区
ス
ビスセンター

大野芝町２７５番地３

072-289-6016 072-289-6011 社会福祉法人桜会

介護予防通所サービ
ツクイ堺大野芝
ス

2776102051 堺市中区

大野芝町１６４－１

072-230-3002 072-230-3003 株式会社ツクイ

介護予防通所サービ
ビーナスプラス大野芝
ス

2796100226 堺市中区

大野芝町２０６番地６

072-284-9731 072-284-9740 株式会社ビーナス

介護予防通所サービ ディサービスセンターふれ愛の
2770101141 堺市中区
ス
家

土塔町２０２８番地

072-237-1979 072-235-7857 社会福祉法人東光学園

介護予防通所サービ やすらぎの介護シャローム晴れ
2776100535 堺市中区
ス
る家

土塔町２０４４番６０

072-234-8011 072-234-8815 シャローム株式会社

介護予防通所サービ
デイサービス彩り
ス

2776103620 堺市中区

深井東町３１３９番地

072-277-0738 072-277-0739 株式会社彩り

2776103372 堺市中区

深井沢町３２５６番地

072-242-8227 072-242-8226 株式会社ＰＥＡＣＥ

2796100184 堺市中区

深井沢町３１３０番２

072-370-1003 072-370-1004 株式会社カリーニョ

2776101301 堺市中区

土師町一丁１２番２５号

072-276-0256 072-276-0258 有限会社ＫＡＴＥ

介護予防通所サービ デイサービスセンタークレーネ
2770104244 堺市中区
ス
堺

福田３３９番地２

072-230-5288 072-230-5289

社会福祉法人エージングライフ
福祉会

介護予防通所サービ デイサービスセンター
ス
フィーロ

福田３４６番地５

072-236-5886 072-236-5876

社会福祉法人エージングライフ
福祉会

介護予防通所サービ 共生型デイサービス
ス
ピース
介護予防通所サービ
デイサービス
ス

カラー

カリーニョ

介護予防通所サービ
デイサービスセンターなの花
ス

セ

2776100360 堺市中区
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ
デイサービス福町
ス

2776101376 堺市中区

福田５８９番地

072-237-2828 072-237-2877 一般財団法人氏家記念財団

介護予防通所サービ
デイサービスさらさ
ス

2776101749 堺市中区

福田６８０番地１

072-350-7007 072-350-6951 株式会社さらさ

介護予防通所サービ
癒処
ス

2796100325 堺市中区

福田５４１番５

072-230-5000 072-230-5077 社会福祉法人幸雪会

2776103026 堺市中区

陶器北２５２２番地

072-360-4433 072-360-4434 社会福祉法人幸雪会

2796100317 堺市中区

陶器北６９３番地４号

072-236-1115 072-236-1115 株式会社幸寿

介護予防通所サービ
きりり
ス

2776102176 堺市中区

見野山１６４番地

072-236-8779 072-234-8674 社会福祉法人五常会

介護予防通所サービ
けやきデイサービスセンター
ス

2770106132 堺市中区

辻之１１４０番地の１

072-230-1128 072-230-1156 有限会社エバー・グリーン山本

介護予防通所サービ ベルファミリアデイサービスセ
2770101612 堺市中区
ス
ンター

東山８４１番地１

072-234-2005 072-234-4691 社会福祉法人悠人会

介護予防通所サービ デイサービスセンターひがしや
2776100865 堺市中区
ス
ま

東山７１９番地１

072-230-0307 072-230-0308

介護予防通所サービ
ナチュラルガーデン堺東山
ス

2776101251 堺市中区

東山１７５番３号

072-230-1050 072-289-1185 株式会社レガート

介護予防通所サービ
デイサービスセンターくるは
ス

2776102564 堺市中区

東山１８０番３

072-230-3525 072-230-3526 株式会社ネクストアイ

介護予防通所サービ
やすらぎの園通所介護事業所
ス

2770102073 堺市中区

深井畑山町２５２８番地１

072-270-7000 072-270-7100 社会福祉法人稲穂会

陶里夢

介護予防通所サービ
デイサービス咲陶里
ス
介護予防通所サービ デイサービスセンター
ス
う陶器北

けんこ
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社会福祉法人コミュニティ福祉
会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

介護予防通所サービ
レコードブック堺深井
ス

事業所所在
事業所番号 地（区）

2796100218 堺市中区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

深井畑山町３３５－１

072-267-4578 072-267-4579 株式会社ラクシア

介護予防通所サービ 医療法人中村会デイサービスセ
2770105340 堺市中区
ス
ンターくぜのさと

平井３０３番地１

072-270-3986 072-270-3386 医療法人中村会

介護予防通所サービ
デイサービスセンターふたば
ス

2776102432 堺市中区

平井３１４番地

072-270-3345 072-270-3345

介護予防通所サービ
ツクイ堺深阪
ス

2770108997 堺市中区

深阪四丁１番６２号

072-230-2025 072-230-2026 株式会社ツクイ

株式会社ティーエヌコーポレー
ション

介護予防通所サービ
もりの木デイサービスセンター 2776101152 堺市中区
ス

深阪一丁１３番８３－１０８号 072-320-3527 072-320-3526 有限会社もりの木

介護予防通所サービ
ビーナスプラス深阪
ス

2776101905 堺市中区

深阪二丁１６番５９号

072-289-8586 072-289-8747 株式会社ビーナス

介護予防通所サービ
デイサービス向日葵
ス

2776103380 堺市中区

深阪三丁５番４０号

072-369-4557 072-369-4565 株式会社Ｇ．Ｌ．Ｂ．

介護予防通所サービ
福生会デイサービスセンター
ス

2770104764 堺市中区

伏尾１９６番地

072-278-0205 072-278-0525 社会福祉法人福生会

介護予防通所サービ
さいせいデイサービスセンター 2776102879 堺市中区
ス

堀上町１００１番地１

072-276-5533 072-276-5534 株式会社イムラ

介護予防通所サービ
鈴の宮
ス

2776101830 堺市中区

八田北町１０番地３１ １１－
072-270-8551 072-270-8552 有限会社心
１０１号 １１－１０３号

介護予防通所サービ
デイサービスわそう
ス

2776102085 堺市中区

八田北町４１９－１

072-277-0860 072-277-0861 照恵商事株式会社

介護予防通所サービ
あゆむリハビリデイサービス
ス

2776101103 堺市中区

八田西町三丁５番４９号

072-279-1184 072-275-4415 有限会社いぶきグループ

デイサービス
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ
せせらぎ優ゆーＳＰＡ八田
ス

2776101244 堺市中区

八田西町二丁４番地８

072-275-9957 072-275-9958 株式会社せせらぎ

介護予防通所サービ
ニチイケアセンター深井
ス

2770102685 堺市中区

深井北町６４６番地２

072-276-0662 072-276-0663 株式会社ニチイ学館

介護予防通所サービ
デイサービスひなた深井
ス

2776101087 堺市中区

深井北町１７２番地１

072-279-4165 072-279-2951 優仁ウエルネス株式会社

介護予防通所サービ エルケア株式会社デイサービス
2776100501 堺市中区
ス
上野芝

深井中町８９７番地１
階

介護予防通所サービ
ビーナスクラブ深井
ス

2776101608 堺市中区

深井中町３２２２

072-279-0200 072-279-0880 株式会社ビーナス

介護予防通所サービ Ｓ－ＯＮＥデイサービスセン
ス
ター深井

2776101798 堺市中区

深井中町３２８０

072-320-8538 072-320-8538 有限会社ＡＹＡＮＯ

介護予防通所サービ デイサービスセンター
ス
ナス

2776103448 堺市中区

深井中町１０５６番地２０

072-242-8718 072-242-8851 株式会社輝

介護予防通所サービ
朋友デイサービス
ス

2776103521 堺市中区

深井中町５７９－３

072-275-7440 072-275-8158 株式会社朋友会

介護予防通所サービ リハっするデイサービスセン
ス
ター

2776101848 堺市中区

深井清水町１７９７－１－１０ 072-278-6402 072-278-6403 有限会社在宅ケアのリハっする

介護予防通所サービ
デイサービスカリーニョ２号
ス

2796100200 堺市中区

深井清水町３５６５

072-270-6601 072-270-6602 株式会社カリーニョ

介護予防通所サービ
デイサービス
ス

2796100275 堺市中区

深井清水町４０２２－２

072-242-3990 072-242-3991 リトアス株式会社

2776101897 堺市中区

宮園町２番１２号
階１０１号

072-276-1539 072-276-1540 株式会社悠美

ヴィー

ワタシバ

介護予防通所サービ
フィットネスデイさくらんぼ
ス
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地下１

第１ビル１

072-276-3006 072-276-3007 エルケア株式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ
アクティブデイサービス泉北
ス

2776101343 堺市中区

東八田４０－１

072-275-8652 072-275-8653 株式会社アクティブ

介護予防通所サービ
ジョイリハ堺小阪
ス

2776100592 堺市中区

小阪２６９番地１

072-220-1727 072-220-1728

介護予防通所サービ
デイサービスひなた
ス

2776102481 堺市中区

小阪２８４番地

072-279-2109 072-279-2102 優仁ウエルネス株式会社

介護予防通所サービ メディカルリハビリテーション
2796100267 堺市中区
ス
だんない

小阪７１１－５

072-270-5511 072-270-5522 株式会社だんない

介護予防通所サービ
出屋敷デイサービスセンター
ス

八下町一丁１２７番地１

072-250-2615 072-258-6820 社会福祉法人啓真会

介護予防通所サービ つるぎ荘・やしもデイサービス
2770108021 堺市東区
ス
センター

石原町三丁１５０番地

072-240-3378 072-240-2278 社会福祉法人そうび会

介護予防通所サービ
ソルメゾン
ス

2770108369 堺市東区

菩提町二丁６２番地の１

072-288-2008 072-228-2007 社会福祉法人頌徳福祉会

介護予防通所サービ
ビーナスクラブ菩提
ス

2776200566 堺市東区

菩提町三丁１番２号

072-289-5555 072-289-5550 株式会社ビーナス

2776201259 堺市東区

白鷺町三丁１８番１７号

072-287-7224 072-287-7225 社会福祉法人ラポール会

介護予防通所サービ ふるさぽーとデイサービスセン
2776200558 堺市東区
ス
ター堺店

日置荘北町二丁２１番３６号

072-288-1900 072-288-1901 株式会社ふるさぽーと

介護予防通所サービ
デイサービスつき
ス

2776201317 堺市東区

日置荘北町一丁２６－１５

072-247-5905 072-247-5906 株式会社ウェルケア

介護予防通所サービ
リハビリデイサービスまさき
ス

2776200277 堺市東区

日置荘原寺町１０８番地５
リーム荻天１階

介護予防通所サービ くみのき苑
ス
サービス

しらさぎ

デイ

2776200467 堺市東区
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ド

株式会社キックス・インターナ
ショナル

072-290-7520 072-288-5152 株式会社正木

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ
つるぎ荘デイサービスセンター 2770101695 堺市東区
ス

日置荘田中町１４３番地１

072-286-2828 072-286-6868 社会福祉法人そうび会

介護予防通所サービ
らぶ・いきいきデイサービス
ス

日置荘田中町２９４番地

072-287-5750 072-287-5750 有限会社ｅ－Ｌｉｆｅ

パナソニック エイジフリーケ
介護予防通所サービ
アセンター堺日置荘・デイサー 2776201291 堺市東区
ス
ビス

日置荘西町七丁１０番１５号

072-285-5130 072-285-5131

介護予防通所サービ
いちごいちえ堺初芝
ス

日置荘西町２丁３０－１

072-349-3860 072-349-3861 一般社団法人いちごいちえ

介護予防通所サービ ひだまりデイサービスセンター
2776200871 堺市東区
ス
高松

高松２２７－１

072-236-0500 072-236-0502 株式会社菩提樹

介護予防通所サービ リハビリセンター
ス
ア 北野田

2776200301 堺市東区

丈六１９７番地１０

072-239-3225 072-239-3226 株式会社ライフハンド

介護予防通所サービ あい・ねっとハマヤデイサービ
2776200319 堺市東区
ス
スセンター

丈六１８６番地の９

072-237-2157 072-234-2665 株式会社ハマヤ

介護予防通所サービ
あかりデイサービス
ス

2776201275 堺市東区

丈六５５番１号

072-360-4484 072-360-4492 株式会社新和

介護予防通所サービ
デイサービス笑楽
ス

北野田

2776200632 堺市東区

北野田４０７番地１

072-230-2323 072-230-2325 株式会社ビオネスト

介護予防通所サービ
早稲田イーライフ堺北野田
ス

2796200133 堺市東区

北野田５１６－３

072-234-6170 072-234-6171 株式会社ウィザスイーライフ

介護予防通所サービ ハーモニーデイサービスセン
ス
ター

2770100887 堺市東区

南野田３３番地

072-239-0011 072-239-0156 社会福祉法人野田福祉会

介護予防通所サービ
北野田デイサービスセンター
ス

2770104871 堺市東区

南野田１２７番地

072-236-0311 072-236-7223

2776200368 堺市東区

2796200224 堺市東区

ステップケ
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パナソニックエイジフリー株式
会社

大阪みなみ医療福祉生活協同組
合

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ
デイサービスくみのき苑ゆらら 2776200418 堺市東区
ス

南野田４５４－２

072-289-1100 072-289-1101 社会福祉法人ラポール会

介護予防通所サービ 元気奈良リハビリデイサービス
2776200640 堺市東区
ス
ゆかい倶楽部

南野田１３７番地３

072-284-8815 072-284-8825 有限会社タイガー産業

介護予防通所サービ
祥の郷デイサービスセンター
ス

2776200111 堺市東区

西野１６５番地

072-289-2005 072-289-2006 株式会社アコリット

介護予防通所サービ
レコードブック北野田
ス

2796200125 堺市東区

西野５０６番２の１
かた

介護予防通所サービ
デイサービスほたるの夢
ス

2776200715 堺市東区

大美野１６２－１０５

072-236-4165 072-320-0065 株式会社エコ・ドリーム

介護予防通所サービ
デイサービス
ス

2796200141 堺市東区

大美野２２番地２
美野１階

072-235-0065 072-235-0065 医療法人和昇会

大美野倶楽部

コーポさ

テラピア大

072-360-4274 072-360-4275

フューチャーケアパートナー株
式会社

介護予防通所サービ
デイサービスすみれの家大美野 2796200208 堺市東区
ス

大美野９１番地２２

072-234-8841 072-234-8841 株式会社メディカルケア堺

介護予防通所サービ
デイサービスマサノ
ス

2776200756 堺市東区

草尾１１６６番２

072-230-5650 072-230-5651 ヘルスケアリンク株式会社

介護予防通所サービ
デイサービス
ス

2776200889 堺市東区

草尾４５３番地

072-349-9751 072-349-9752

介護予防通所サービ
あいとデイサービスセンター
ス

2776200988 堺市東区

草尾２７４番地１

072-370-0753 072-370-0754 株式会社あいと

介護予防通所サービ
デイサービス
ス

2796200174 堺市東区

草尾５３９－２

072-230-0737 072-230-0738 株式会社暖人

2796200216 堺市東区

草尾１４３５番地１

072-235-6700 072-235-6700 株式会社ＵＮＩＴＥＤ

りんご

介護予防通所サービ
デイサービスＵ
ス

げんきハウス
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株式会社アップルイノベーショ
ン

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ
（有）空デイサービスいろは
ス

2770109037 堺市南区

宮山台二丁１番１１号

072-298-3977 072-298-3978 有限会社空

介護予防通所サービ
ケアセンター仲村
ス

2776400067 堺市南区

宮山台４丁７番９号

072-284-3700 072-295-5505

有限会社キャプテンフィンガー
ズ

パナソニック エイジフリーケ
介護予防通所サービ
アセンター堺泉ヶ丘・デイサー 2770104103 堺市南区
ス
ビス

和田東１００７番地４

072-292-0430 072-295-6061

パナソニックエイジフリー株式
会社

介護予防通所サービ
結のこころデイサービス
ス

2776400521 堺市南区

和田東７３０番地２

072-293-5415 072-293-5416 有限会社心

介護予防通所サービ
ワンダーさかい
ス

2776401834 堺市南区

深阪南１０３番地

072-247-4769 072-242-4765 株式会社カミレ

介護予防通所サービ
早稲田イーライフ堺宮山台
ス

2796400170 堺市南区

深阪南３４０番地３

072-234-6590 072-234-6591 株式会社ウィザスイーライフ

介護予防通所サービ
デイサービスほーぷ
ス

2776400976 堺市南区

竹城台三丁４番３号

072-289-5540 072-289-5995

介護予防通所サービ
じゅえる
ス

2796400204 堺市南区

豊田１５３６番１

072-289-8744 072-247-8825 株式会社ジュエル

介護予防通所サービ
リハビリデイサービスはるみ
ス

2776401198 堺市南区

晴美台一丁３０番４号

072-283-8935 072-283-8935 株式会社恵

介護予防通所サービ
デイサービス学び舎はるか
ス

2770108849 堺市南区

槇塚台３丁４５番６号

072-293-7323 072-297-3599 株式会社愛のケア工房はるか

介護予防通所サービ
はるか倶楽部一期一会
ス

2776400539 堺市南区

槇塚台三丁１番２３号

072-293-4194 072-293-4199 株式会社愛のケア工房はるか

介護予防通所サービ
デイサービス
ス

2776401156 堺市南区

槇塚台三丁１番２５号

072-299-6541 072-292-4168 社会福祉法人恩徳福祉会

デイサービス

クオーレ
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特定非営利活動法人福祉ワー
カーズほーぷ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ
東輝デイサービス
ス

2776401263 堺市南区

槇塚台二丁１８番１０号

072-284-9651 072-284-9652 東輝株式会社

介護予防通所サービ
えーゆーハート
ス

2776401412 堺市南区

槇塚台二丁５番１号

072-289-7234 072-289-7234 特定非営利活動法人栄友社

介護予防通所サービ 泉北園百寿荘デイサービスセン
2770102446 堺市南区
ス
ター

茶山台三丁２３番２号

072-296-3535 072-290-1088 社会福祉法人よしみ会

介護予防通所サービ
ビーナスクラブ泉北
ス

若松台二丁１番２－１０１

072-290-6299 072-290-6298 株式会社ビーナス

介護予防通所サービ デイサービスセンタースポルト
2776401347 堺市南区
ス
高倉

高倉台三丁３番４号

072-292-3900 072-292-3939 社会福祉法人上神谷福祉会

介護予防通所サービ
槇塚荘デイサービスセンター
ス

2770101174 堺市南区

逆瀬川１０３８番地２

072-291-0920 072-291-9679 社会福祉法人上神谷福祉会

介護予防通所サービ
デイサービスゆうゆうの家
ス

2776400463 堺市南区

原山台四丁１７番７号

072-205-5586 072-205-5587 株式会社優友

介護予防通所サービ
エテルノスポーツ原山台
ス

2776401743 堺市南区

原山台一丁１４番１２号

072-290-7561 072-290-7562 株式会社セルビス

介護予防通所サービ
デイサービスゆうの家
ス

2770103576 堺市南区

庭代台一丁３１番１号

072-291-6276 072-291-6240

介護予防通所サービ
デイサービスカロス
ス

2770107536 堺市南区

庭代台一丁５０番１号

072-297-1146 072-297-8988 社会福祉法人貞省会

介護予防通所サービ
デイサービスセンター年輪
ス

2770102297 堺市南区

御池台五丁２番２号

072-293-4800 072-298-3396 社会福祉法人朋和会

御池台 2796400188 堺市南区

御池台五丁２番６号

072-294-8686 072-294-8688 社会福祉法人さつき会

介護予防通所サービ
リハビリテーション颯
ス

2776400315 堺市南区
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特定非営利活動法人ネットワー
クゆう

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

介護予防通所サービ
故郷デイサービス
ス

事業所所在
事業所番号 地（区）

2796400253 堺市南区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

御池台四丁７番地２

072-248-5165 072-248-5165 株式会社永愛

介護予防通所サービ
美樹の園デイサービスセンター 2770102321 堺市南区
ス

美木多上１２７７番地１

072-296-1222 072-296-7557 社会福祉法人美木多園

介護予防通所サービ
デイサービス
ス

2776401206 堺市南区

城山台二丁２番１６号

072-293-8000 072-293-8006 株式会社Ｎｏａｈ’ｓ

2770101281 堺市南区

檜尾３３６０番地１２

072-271-0881 072-271-5474 社会福祉法人こころの家族

介護予防通所サービ デイサービスセンターすこやか
2776400596 堺市南区
ス
さん

檜尾５５０番地

072-295-2230 072-295-2231 株式会社アップワード

介護予防通所サービ
赤坂台デイサービスセンター
ス

赤坂台四丁８番１６号

072-284-1181 072-284-1185 社会福祉法人上神谷福祉会

介護予防通所サービ デイサービスセンター小代美樹
2776400026 堺市南区
ス
の園

小代４１４番地１５

072-284-1555 072-296-8484 社会福祉法人美木多園

介護予防通所サービ やすらぎの介護
ス
ガーデン

2776401040 堺市南区

大庭寺２４９－１

072-295-0080 072-295-0087 シャローム株式会社

介護予防通所サービ
咲くらデイサービスセンター
ス

2770108948 堺市南区

稲葉三丁３１３番地１

072-260-3707 072-260-3708 有限会社アエリ

介護予防通所サービ
デイサービスセンターこころ
ス

2770105563 堺市南区

高尾一丁３４６番２

072-272-8808 072-272-8807

介護予防通所サービ エルケア株式会社
ス
イサービス美原

2776600492 堺市美原区 黒山２１番地４

Ｏｌｉｖｅ

介護予防通所サービ
デイサービス故郷の家
ス

シャローム

エルケアデ

2776400638 堺市南区

介護予防通所サービ 社会福祉法人有人会デイサービ
2776600120 堺市美原区 阿弥４８２番２
ス
スセンター輝峰
21 / 264 ページ

有限会社ＯＦＦＩＣＥ
ＮＫＬＥ

072-288-4171 072-288-4173 エルケア株式会社

072-289-5272 072-289-5273 社会福祉法人有人会

Ａｒｋ

ＴＷＩ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ デイサービスセンターｃｏｃｏ
2776600443 堺市美原区 多治井１１０番
ス
ｒｏ美原

072-360-4170 072-360-4180 医療法人松青会

介護予防通所サービ
デイサービスみき
ス

072-246-9700 072-246-9722 株式会社ウェルケア

2796600126 堺市美原区 真福寺９８番６

介護予防通所サービ ワークセンターヴァンサンクつ
2776600583 堺市美原区 小平尾９５３
ス
つじ

072-369-7224 072-369-7225 社会福祉法人嘉誠会

介護予防通所サービ
美原荘デイサービスセンター
ス

2770107254 堺市美原区 平尾５９５番１

072-363-1186 072-363-1154

介護予防通所サービ
通所介護事業所
ス

2776600161 堺市美原区 青南台二丁目９番２４号

072-294-6170 072-294-6171 株式会社凡

介護予防通所サービ
青山デイサービス北余部
ス

2776600013 堺市美原区 北余部９４番地１

072-363-4126 072-363-4127 株式会社青山ケアサポート

介護予防通所サービ
でぃはうすつぶら
ス

2776600047 堺市美原区 北余部４５番地の７

072-369-3588 072-369-3589 有限会社つぶら

介護予防通所サービ
オハナデイサービス美原
ス

2776600195 堺市美原区 北余部６５８番地１

072-349-8240 072-349-8240 株式会社八重

介護予防通所サービ
デイサービスセンター凜の丘
ス

2776600500 堺市美原区 南余部６８－２

072-288-4136 072-288-4137 株式会社凜の丘

介護予防通所サービ
オハナハウオリデイサービス
ス

2776600377 堺市美原区 今井１１７番地３

072-349-8852 072-349-8842 株式会社八重

介護予防通所サービ
デイサービスそらとうみ
ス

2796600100 堺市美原区 今井４５３－１

072-363-2800 072-284-7714 有限会社アーカイブジャパン

介護予防通所サービ
ビーナスプラス大饗
ス

2796600142 堺市美原区 大饗３５３－２

072-349-4301 072-349-4302 株式会社ビーナス

凡
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社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ
アップケア美原デイサービス
ス

2796600134 堺市美原区 小寺６９番地８

072-284-7133 072-284-7134 株式会社ウェルリーフ

介護予防通所サービ
デイサービスおふろ倶楽部
ス

2770105225 堺市北区

北花田町三丁３７番２４号

072-240-4126 072-240-4127 株式会社南大阪ケアーセンター

介護予防通所サービ
レッツ倶楽部堺北花田
ス

2776501393 堺市北区

北花田町四丁８９番２７号
木マンション１番館

介護予防通所サービ
かがやきデイサービス北花田
ス

2776502102 堺市北区

北花田町四丁９２番地２２

072-255-2333 072-255-2369 株式会社やまねメディカル

介護予防通所サービ
デイサービスせんどう
ス

2776500981 堺市北区

船堂町二丁１０番２２号

072-242-7234 072-255-7234 株式会社ノースサイド

介護予防通所サービ
デイサービス和み
ス

2796500185 堺市北区

蔵前町三丁１２－６０

２Ｆ

072-256-4170 072-256-4170 株式会社Ｍ＆Ｋ

介護予防通所サービ エルケア株式会社デイサービス
2776500965 堺市北区
ス
堺

奥本町一丁２８５番地
タ北花田１階

アビス

介護予防通所サービ やすらぎの介護シャローム晴れ
2776502037 堺市北区
ス
る家ステージ

東浅香山町二丁３３４

072-258-8868 072-258-8866 シャローム株式会社

介護予防通所サービ デイサービスセンターブレス南
2770101646 堺市北区
ス
花田

南花田町５３０番地

072-256-2800 072-256-2801 社会福祉法人宝生会

介護予防通所サービ ヒューマンライフケア南花田の
2776500767 堺市北区
ス
湯

南花田町１４４番地１

072-254-4165 072-254-3711 ヒューマンライフケア株式会社

介護予防通所サービ 第２デイサービスセンターブレ
2776501823 堺市北区
ス
ス南花田

南花田町５３１番地

072-256-2802 072-256-2803 社会福祉法人宝生会

介護予防通所サービ
友愛ひだまりサロン
ス

南花田町３６５番地の１

072-255-5511 072-251-3737

2776502177 堺市北区
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渋

072-240-1232 072-240-1260 ウエニ電器株式会社

072-257-3110 072-257-2122 エルケア株式会社

アビリティーズ・ケアネット株
式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防通所サービ
デイサービス絆
ス

事業所TEL

事業所FAX

法人名

南花田町６７番１

072-254-6667 072-254-6660 株式会社絆

介護予防通所サービ デイサービスセンターあけぼの
2770102552 堺市北区
ス
苑

野遠町３４４番地１

072-257-2277 072-257-0666 社会福祉法人堺暁福祉会

介護予防通所サービ
いずみ会ケアサービス
ス

新金岡町一丁３番２５号

072-258-0150 072-249-0889

介護予防通所サービ ハピネス金岡デイサービスセン
2770101943 堺市北区
ス
ター

金岡町２７２５番地

072-251-0222 072-251-0830 社会福祉法人大阪福祉会

介護予防通所サービ ハピネス金岡第２デイサービス
2770108641 堺市北区
ス
センター

金岡町２７２６番

072-251-0222 072-251-0830 社会福祉法人大阪福祉会

介護予防通所サービ
ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ
ス

2776501468 堺市北区

金岡町１９６５－１３

072-260-4379 072-260-4380 株式会社介護ＮＥＸＴ

2776501641 堺市北区

金岡町７０４－２

072-257-5900 072-257-5560 有限会社くらしのポスト社

介護予防通所サービ
ケアテック金岡
ス

2776502979 堺市北区

金岡町２２０３番地

072-275-9611 072-275-9917 株式会社香川

介護予防通所サービ
デイサービス
ス

2776502052 堺市北区

中百舌鳥町四丁５３４番地８

072-257-5700 072-257-5701 有限会社タイヨウビジネス

介護予防通所サービ げんきリハビリデイサービス
ス
本店

2776501781 堺市北区

黒土町２１７３番地１

072-258-0022 072-258-0028 株式会社ヒューマン・ライフ

介護予防通所サービ
陵東館デイサービスセンター
ス

2770102255 堺市北区

長曽根町１２１０番地１

072-252-6000 072-253-2941 社会福祉法人関西福祉会

介護予防通所サービ
あいおいケアセンター
ス

2770103725 堺市北区

長曽根町３００３番地４

072-256-6779 072-256-6778 株式会社ネクステージ

介護予防通所サービ
デイサービス
ス

南花田

2776502391 堺市北区

事業所所在地（町番地）

2776500460 堺市北区

堺金岡

おもてなし

くすのき
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５棟１Ｆ

１Ｆ

特定非営利活動法人介護支援倶
楽部いずみ会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ
デイサービスセルン
ス

2770107007 堺市北区

長曽根町３０６５番地１

特定非営利活動法人ＮＰＯ堺市
072-240-3511 072-240-3555 グループホームシステム研究機
構

介護予防通所サービ
デイサービスハーモニーの家
ス

2776501765 堺市北区

長曽根町１６５８番地２

072-275-7177 072-275-7112

介護予防通所サービ せせらぎ
ス
ながそね

2776501914 堺市北区

長曽根町３０１３番地１８

072-240-0077 072-240-0002 株式会社せせらぎ

2796500177 堺市北区

長曽根町３０３５－１

072-242-8935 072-242-8936

ハワイアンＳＰＡ

介護予防通所サービ
ジョイリハなかもず
ス

株式会社ケア・ライフハーモ
ニー堺

株式会社キックス・インターナ
ショナル

介護予防通所サービ
きずな百舌鳥八幡デイサービス 2776501070 堺市北区
ス

百舌鳥梅北町四丁１７５番地の
３ ルミエール梅北マンション 072-240-1300 072-276-4968 株式会社カイゴス
１階

介護予防通所サービ
わくわくサロンデイサービス
ス

2776501278 堺市北区

百舌鳥梅北町四丁２２８番地１ 072-259-0007 072-259-0039 有限会社須磨企画

介護予防通所サービ
アシストケア中百舌鳥
ス

2776501351 堺市北区

百舌鳥梅町三丁２２番地４号

072-255-6606 072-255-6606

介護予防通所サービ
悠々ハウス
ス

堺なかもず

2776501658 堺市北区

百舌鳥梅町３－２１－２

072-251-7522 072-251-7566 株式会社ベア

介護予防通所サービ
デイサービスうさぎの家
ス

2796500243 堺市北区

百舌鳥梅町一丁１８番４号

072-256-7030 072-256-7040 合同会社ワーム

介護予防通所サービ
ツクイ堺百舌鳥
ス

2776503183 堺市北区

百舌鳥西之町三丁６２１番

072-276-0050 072-276-0051 株式会社ツクイ

介護予防通所サービ
Ａ・Ｚリハビリデイ
ス

2796500151 堺市北区

百舌鳥西之町三丁５２９番地

072-250-2768 072-250-2768 株式会社Ｔ・Ｄｒｅａｍｓ

介護予防通所サービ 百舌鳥サンキューリハビリデイ
2796500201 堺市北区
ス
サービス

株式会社ミナスコンテンポラ
リー

百舌鳥西之町二丁２２８番地５
072-246-3911 072-246-3915 株式会社ＥＸＰＡＮＤ－ＡＩＤ
号
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防通所サービ デイサービスセンターいきいき
2770105274 堺市北区
ス
サロン

百舌鳥陵南町三丁４番地２

072-281-2880 072-281-6521 有限会社サンヒルズ

介護予防通所サービ ハピネス陵南デイサービスセン
2770105746 堺市北区
ス
ター

百舌鳥陵南町二丁６６２番地

072-276-1118 072-276-1119 社会福祉法人大阪福祉会

介護予防通所サービ
デイサービスセンターかすがい 2770106249 堺市北区
ス

百舌鳥陵南町一丁９３番地２

072-270-8224 072-270-8224 有限会社かすがい

介護予防通所サービ くみのき苑デイサービスセン
ス
ターもず陵南

百舌鳥陵南町三丁２９０番地

072-277-2780 072-277-2788 社会福祉法人ラポール会

2776501815 堺市北区

介護予防通所サービ ヒューマンライフケア陵南リハ
2776501922 堺市北区
ス
ビリデイサービス

百舌鳥陵南町三丁４２３番地４ 072-276-7111 072-276-7111

介護予防通所サービ グリーンハウスデイサービスセ
2770107593 堺市北区
ス
ンター

百舌鳥本町三丁４３０番地２

072-255-1658 072-255-1771 社会福祉法人桜会

介護予防通所サービ リハビリデイサービスクロー
ス
バー長尾店

2776501336 堺市北区

北長尾町五丁１番１７号

072-240-1100 072-240-1101 株式会社申光

介護予防通所サービ ササキリハビリステーション
ス
からだ館

2776501435 堺市北区

北長尾町二丁４番７号

072-256-4065 072-256-4065 株式会社ＳＳＫ

介護予防通所サービ
ビーナスケアセンター
ス

2770106413 堺市北区

中長尾町三丁４番１３号
ハイライズ１階

ユー

介護予防通所サービ
ビーナスプラス
ス

2776501344 堺市北区

中長尾町四丁４番１０号
ラ中野 １階

ヴィ

介護予防通所サービ
デイサービス笑寿
ス

2776502573 堺市北区

南長尾町一丁２番３１号

072-251-7110 072-251-7107 株式会社コミュニティ・ライフ

東三国ヶ丘町四丁１番２８号

072-259-5010 072-259-5030 株式会社アンダンテ

介護予防通所サービ フェリーチェデイサービスセン
2776500544 堺市北区
ス
ター
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株式会社ＵＮＩＯＮ
ＲＥ

ＳＱＵＡ

072-253-7600 072-253-7636 株式会社ビーナス

072-253-0101 072-253-0400 株式会社ビーナス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防訪問サービ 医療法人淳康会
ス
問介護事業所

堺近森病院訪

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776002467 堺市堺区

北清水町二丁４番１号

072-227-8035 072-227-8038 医療法人淳康会

2776002590 堺市堺区

北庄町一丁２番６号

072-267-4276 072-268-2030 合同会社雅亜グループ

2770103030 堺市堺区

香ヶ丘町四丁１番１５号

072-228-5239 072-228-1521 合資会社パラメディカル

介護予防訪問サービ 介護サービスステーションすず
2770103881 堺市堺区
ス
らん浅香山

香ヶ丘町一丁１３番２０号

072-282-4877 072-282-4878 有限会社アポプロモート

介護予防訪問サービ
優ヘルパーステーション
ス

香ヶ丘町一丁９番２６号

072-222-5050 072-222-5060 合同会社ラッシュプレミア

介護予防訪問サービ やすらぎ倶楽部ヘルパーステー
2776003341 堺市堺区
ス
ション浅香山

香ヶ丘町一丁４番１号
ル１階

072-222-5333 072-222-5444

介護予防訪問サービ
仁愛ケアサービス
ス

2776003192 堺市堺区

浅香山町二丁４番２４号

072-205-5306 072-205-5316 株式会社仁愛

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション未知
ス

2776004133 堺市堺区

浅香山町三丁２番３号
イツ２０１号室

072-204-3991 072-204-3991 合同会社昭

介護予防訪問サービ
あじさい介護サービス
ス

2776000297 堺市堺区

東雲西町一丁５番１３号
Ｔビル１０１号

介護予防訪問サービ ニチイケアセンターベルマー
ス
ジュ堺

2770103246 堺市堺区

田出井町１番２－１００号
ルマージュ堺弐番館

介護予防訪問サービ
ファインケアサービス
ス

2776004182 堺市堺区

田出井町１番３－２６０５号

072-370-7152 072-370-7152 株式会社Ｆｉｎｅ

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション
ス

すみれ 2776002491 堺市堺区

中田出井町三丁５番９号

072-249-3300 072-249-3330 株式会社ＨＩＲＯ

介護予防訪問サービ
訪問介護サービス
ス

笑顔の扉

介護予防訪問サービ
愛の手
ス

2776003200 堺市堺区
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太井ビ

サンハ

ＦＩ

ベ

特定非営利活動法人やすらぎ倶
楽部

072-225-3555 072-225-3557 合同会社ピースオブマインド

072-282-8033 072-282-8871 株式会社ニチイ学館

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
たいよう
ス

2770103105 堺市堺区

今池町一丁４番１１号

介護予防訪問サービ
エール・ジャパン
ス

2770108302 堺市堺区

北三国ヶ丘町一丁１－３７
ゾン三国ヶ丘１０１号

介護予防訪問サービ
ケア２１堺
ス

2776001113 堺市堺区

北三国ヶ丘町八丁８－１５ Ｄ
072-282-0521 072-282-0621 株式会社ケア２１
ＩＥ ＫＡＢＩＮＥ３階Ｇ号室

2776003804 堺市堺区

北三国ヶ丘町五丁２番１号

072-232-1115 072-232-1165 株式会社アンダンテ

2776002293 堺市堺区

中三国ヶ丘町七丁１番９

072-282-7357 072-282-7358 ＳＯＭＰＯケア株式会社

2776001337 堺市堺区

南三国ヶ丘町六丁５番１５号

072-275-7365 072-275-7366 株式会社Ｓｔｅｌｌａ

介護予防訪問サービ ケアプラスヘルパーステーショ
2770105969 堺市堺区
ス
ン

向陵中町六丁６番１号

072-259-4622 072-259-6890 照恵商事株式会社

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーションドリーム 2770106397 堺市堺区
ス

向陵中町六丁２番１４－３０７
072-259-8104 072-259-0009 有限会社ドリーム
号

介護予防訪問サービ ｉスマイル訪問介護ステーショ
2776003093 堺市堺区
ス
ン

向陵中町４－４－３２
ビル３階

介護予防訪問サービ
桜花ケアサポート
ス

2776003333 堺市堺区

向陵中町四丁６番３号 第１三
072-275-9287 072-275-9287 ＩＤＤ合同会社
国ヶ丘コーポ３０２号室

介護予防訪問サービ
アーク介護サービス
ス

2770103378 堺市堺区

向陵東町三丁５番２４号

介護予防訪問サービ
堺北訪問介護支援センター
ス

2770104913 堺市堺区

向陵東町三丁８番４６号
トビル３階

介護予防訪問サービ フェリーチェ 三国ヶ丘
ス
パーステーション
介護予防訪問サービ ＳＯＭＰＯケア
ス
問介護

三国ヶ丘

ヘル

介護予防訪問サービ
ハロー介護ステーション
ス

訪
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072-232-4137 072-226-1332 有限会社たいよう
メ

チボリ

072-224-2700 072-224-2770 特定非営利活動法人エール

072-370-0128 072-350-3085 合同会社Ａ・Ｓ・Ｓ

072-257-7821 072-257-7631 有限会社安福介護支援事務所
カズ

072-250-5300 072-250-5320 株式会社ディグリス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
あさひ介護事務所
ス

2770105456 堺市堺区

向陵東町三丁２番１号
ル２階

介護予防訪問サービ
ケアサポートこかげ
ス

2776001469 堺市堺区

向陵東町二丁２番１６号
仁徳マンション２号室

介護予防訪問サービ
訪問介護事業所
ス

2776003242 堺市堺区

向陵東町三丁６－３２
ワール中百舌鳥１Ｂ

介護予防訪問サービ
ななケアサポート
ス

2776001204 堺市堺区

向陵西町一丁１番１号

介護予防訪問サービ
とまとケアサービス
ス

2776001287 堺市堺区

向陵西町四丁１１番１５号 ブ
072-275-7224 072-275-7225 株式会社とまと
ライトン三国ヶ丘１０２号室

介護予防訪問サービ
アバプロジェクト
ス

2776001782 堺市堺区

向陵西町二丁１番３５号
いの情報館２Ｆ

介護予防訪問サービ
ケア２１三国ヶ丘
ス

2776002459 堺市堺区

向陵西町四丁１番６号 三国ヶ
072-238-5021 072-238-5121 株式会社ケア２１
丘マンション２階３号室

介護予防訪問サービ
ふくる介護相談所
ス

2776002954 堺市堺区

向陵西町１－３－５
ハイツ１０５号

介護予防訪問サービ
心あい三国ヶ丘
ス

2776003960 堺市堺区

向陵西町三丁５－３１
ドＭ２ ２０２号

介護予防訪問サービ
マサキ介護サービス
ス

2770105662 堺市堺区

榎元町五丁１番１９号

介護予防訪問サービ
訪問介護・エノキ
ス

2776002913 堺市堺区

榎元町三丁３番２１号
ンション１０４号

新宅マ

介護予防訪問サービ
しあわせ苑
ス

2776002970 堺市堺区

榎元町二丁２番１５号
ンス幸裳苑１０１

レジデ

そらまめ
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和光ビ

事業所TEL

第２

サンロ

072-258-5788 072-258-7676 有限会社美徳

072-349-3880 072-349-3881 ＮＰＯ法人こかげ

072-350-4593 072-350-2365 株式会社シェアー

072-225-2330 072-225-2331 株式会社優良館

住ま

ドリーム

メゾン

072-224-5501 072-224-5505 有限会社アバプロジェクト

072-228-5602 072-228-5603 合同会社ふくる

072-275-7783 072-275-7883 しんあい株式会社

072-238-5361 072-238-5362 有限会社マサキ

072-275-5207 072-275-5206 株式会社サポート・エノキ

072-229-2662 072-242-6699 株式会社幸裳苑なかを

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
マザーグース有限会社
ス

2770102123 堺市堺区

四条通５番２３号
ル２０１号

介護予防訪問サービ
在宅介護ハートスマイル堺東
ス

2770108823 堺市堺区

一条通１７番２８号
２階

谷下ビル

介護予防訪問サービ 株式会社ライフサポートマドン
2776000537 堺市堺区
ス
ナ

一条通１１番２５号
ＴＭビル３０１号

ライズＯ

介護予防訪問サービ
やすらぎの介護シャローム大仙 2776000586 堺市堺区
ス

一条通３番２号

介護予防訪問サービ
アムールケア
ス

2776003366 堺市堺区

一条通１５－２１
ション１Ｆ

2776004166 堺市堺区

一条通１９番２３号

072-225-0355 072-225-0375 一般社団法人朋友会

介護予防訪問サービ アイミィライフサポート訪問介
2776001279 堺市堺区
ス
護

幸通３番１７号２Ｆ

080-3852-5782 072-203-5784 株式会社ＹＯＳＨＩ

介護予防訪問サービ アニストヘルパーステーション
2776003739 堺市堺区
ス
御陵

御陵通１－６

072-238-2980 072-238-2980 株式会社アニスト

介護予防訪問サービ つくしの会堺中央訪問介護セン
2770100747 堺市堺区
ス
ター

翁橋町一丁９番１５号

072-238-4332 072-238-4338 オムニクス株式会社

介護予防訪問サービ
訪問介護
ス

2776004125 堺市堺区

翁橋町１丁９－１
１０１室

072-343-0809 072-343-0809 株式会社和志エステート

2776004174 堺市堺区

翁橋町一丁１０番１４号
デビル１階

2776000743 堺市堺区

北安井町２番６号

堺

介護予防訪問サービ
訪問介護事業所ふれんど
ス

和志縁

介護予防訪問サービ
アシストライフ
ス

アルク

介護予防訪問サービ
オレンジコープ堺東
ス

30 / 264 ページ

第５和伸ビ

事業所TEL

072-222-3252 072-223-7793 マザーグース有限会社

072-227-1540 072-227-1708 株式会社ハートスマイル

072-232-3378 072-232-3398

株式会社ライフサポートマドン
ナ

072-224-7200 072-224-7705 シャローム株式会社
大成マン

シャルム堺

アル

072-224-8055 072-224-8056 合同会社アムール

072-275-7760 072-275-7760 合同会社あすかウィングス

072-225-5515 072-225-5516 泉南生活協同組合

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

介護予防訪問サービ
笑輪介護サービス
ス

2776003937 堺市堺区

中安井町一丁４番１１号
ツ富士１０３号室

介護予防訪問サービ
ドンナ・サービス
ス

2770102958 堺市堺区

事業所FAX

法人名

072-269-4360 072-269-4353

株式会社Ｓｈｉｎｉｎｇ
ｉｐ

南安井町一丁５番５号

072-226-5200 072-226-5201

有限会社ヒューマンライツ・プ
ラネット

介護予防訪問サービ ベルタウンヘルパーステーショ
2770106223 堺市堺区
ス
ン

南安井町三丁１番１号

072-221-7089 072-221-7099 社会福祉法人悠人会

介護予防訪問サービ
清恵会ヘルパーステーション
ス

2776004034 堺市堺区

永代町二丁３番９号

072-320-9055 072-320-9059 社会医療法人清恵会

介護予防訪問サービ 訪問介護ステーション
ス
タ堺

2776004018 堺市堺区

賑町２－１－２８
１０３号

072-247-9884 072-247-9885 株式会社ネクティス

シエス

ハイ

事業所TEL

賑町ハイツ

Ｓｈ

介護予防訪問サービ 株式会社ハートフル介護サービ
2770101778 堺市堺区
ス
スセンター

南向陽町二丁２番１５号

072-226-5531 072-226-5773 株式会社ハートフル

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション光彩
ス

2776002434 堺市堺区

南向陽町一丁１－１５

072-225-5020 072-225-4020 株式会社ＩＲＯＤＯＲＩ

介護予防訪問サービ
萌木訪問介護サービス
ス

2776003853 堺市堺区

北花田口町一丁２番１５－６０
072-223-6467 072-233-5332 株式会社四つ葉
３号

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター堺東
ス

2770100234 堺市堺区

中瓦町一丁１番２１号
幸ビル３階

介護予防訪問サービ
ゆい訪問介護サービス
ス

2776004141 堺市堺区

中瓦町一丁２番５号

072-222-0885 072-222-0886 株式会社ＮＯＲＴＨ

介護予防訪問サービ
あすか介護サービス
ス

2776000230 堺市堺区

南瓦町１番１９号
ルド堺東４０３号

072-268-2213 072-228-8112 特定非営利活動法人トラスト

介護予防訪問サービ
介護２４さかい
ス

2776001048 堺市堺区

新町１一２０
号

堺東八

グラン・ビ

リノ堺東２０２
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072-226-0106 072-226-0107 株式会社ニチイ学館

072-224-7337 072-224-7338 株式会社エイドホーム

ＳＩＤＥ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション薫風
ス

2776002962 堺市堺区

新町１－２６
０１号

介護予防訪問サービ
あおい
ス

2776003911 堺市堺区

新町１番２０号

072-223-7007 072-223-7008 株式会社楽都

介護予防訪問サービ 晴れる家大仙公園ヘルパース
ス
テーション

2776004265 堺市堺区

大仙中町５番１４号

072-243-4640 072-243-0380 シャローム株式会社

介護予防訪問サービ
介護センター青いりんご
ス

2776000149 堺市堺区

百舌鳥夕雲町一丁７９番地２

072-243-3477 072-243-3478 株式会社青いりんご

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター堺緑ヶ丘
ス

2776000529 堺市堺区

緑ヶ丘中町一丁４番３０号

072-244-0265 072-244-0266 株式会社ニチイ学館

介護予防訪問サービ 特定非営利活動法人ほのぼのス
2770104749 堺市堺区
ス
テーション

旭ヶ丘南町一丁３－２３

072-244-3656 072-244-3656

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション
ス

ゆず友 2776004059 堺市堺区

旭ヶ丘南町三丁２番２号

072-241-8080 072-241-8080 合同会社ＳＵＭＭＥＲ

介護予防訪問サービ 耳原ヘルパーステーションとも
2776000420 堺市堺区
ス
うず老松

旭ヶ丘中町二丁１番地７

072-245-2990 072-245-2991 社会医療法人同仁会

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション幹々
ス

2776002400 堺市堺区

旭ヶ丘中町二丁１－１０－１０
072-244-8887 072-247-7566 株式会社裕々
１

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター津久野
ス

2776000636 堺市堺区

神石市之町１６番２５号
ＣＴファーストビル

介護予防訪問サービ
あいヘルパーステーション神石 2776002228 堺市堺区
ス

神石市之町４番２２号２

072-275-6601 072-275-6602 有限会社信

介護予防訪問サービ
七福神ケアステーション
ス

石津町三丁１番１号

072-245-2560 072-245-2561 合同会社ドリーム＆エボォルブ

2776003010 堺市堺区

リュウパレス２

事業所TEL
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ＦＯ

072-256-4539 072-256-4529 株式会社くれよん

特定非営利活動法人ほのぼのス
テーション

072-267-6525 072-266-5271 株式会社ニチイ学館

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ わかアルデシア訪問介護ステー
2776003150 堺市堺区
ス
ション

石津町三丁７番４４号

072-280-1812 072-280-1811 株式会社ニコグループ

介護予防訪問サービ
訪問介護
ス

2776003523 堺市堺区

石津町三丁１４番３号

072-280-2021 072-280-2022 ＭＭＲ泉株式会社

2776003564 堺市堺区

石津町三丁１４番５４号

072-350-3900 072-350-3899 株式会社ビオネスト

介護予防訪問サービ
愛らいふホームヘルパー派遣
ス

2770101463 堺市堺区

協和町三丁１２８番地１１

072-245-3711 072-245-3322 社会福祉法人堺中央共生会

介護予防訪問サービ
株式会社エルダーエイド
ス

2776001907 堺市堺区

石津北町９３番地１

072-280-5028 072-280-5086 株式会社エルダーエイド

介護予防訪問サービ
けやきサポート
ス

2776001329 堺市堺区

昭和通４－６１

072-242-3063 072-242-3065 株式会社けやきサポート

介護予防訪問サービ
ハッピースタッフ堺
ス

2776004240 堺市堺区

昭和通１丁７番地３

072-243-7752 072-243-7751 株式会社ライフケア・ビジョン

介護予防訪問サービ
訪問介護ステーションめぐみ
ス

2776003515 堺市堺区

春日通四丁２３番２１号

072-280-3718 072-280-3788 ＭＭＲ泉株式会社

介護予防訪問サービ
ふっき支援サービス
ス

2776001550 堺市堺区

東湊町３－２２２－３

072-275-8086 072-275-8087 株式会社ナイスサポート

介護予防訪問サービ
ケアクオリティ・うららか
ス

2776003101 堺市堺区

出島町五丁６番１７号

072-244-6216 072-244-6217 株式会社ＭＪクオリティ

介護予防訪問サービ 介護サービスステーションきず
2770103485 堺市堺区
ス
なの会

西湊町六丁４番３号

072-243-7600 072-243-7608 特定非営利活動法人きずなの会

介護予防訪問サービ ペガサスヘルパーセンター雅老
2776003283 堺市堺区
ス
園

楠町二丁１番２０号

072-245-8816 072-245-8802 社会福祉法人風の馬

恵乃郷

介護予防訪問サービ 訪問介護ステーション笑楽
ス
津

石
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防訪問サービ 訪問介護ステーション
ス
く幸寿苑くすのき

らくら

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776003606 堺市堺区

楠町一丁３番２０号

072-244-2688 072-244-2681 株式会社幸寿苑

介護予防訪問サービ
有限会社ひかり
ス

2770105597 堺市堺区

柏木町一丁１番１６号

072-245-5455 072-243-0723 有限会社ひかり

介護予防訪問サービ
訪問介護優
ス

2776000339 堺市堺区

柏木町四丁３番２２号

072-247-7747 072-247-7577 伸光熔接株式会社

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター七道
ス

2776003754 堺市堺区

三宝町４丁２５４番地１ オー
072-225-0617 072-222-0378 株式会社ニチイ学館
エフシー三宝ビル２０３号室

介護予防訪問サービ
訪問介護
ス

2776003648 堺市堺区

桜之町東二丁１番９号

072-275-9121 072-275-9121 ＡＳ合同会社

2770104582 堺市堺区

綾之町東一丁３番３２号

072-223-5963 072-223-5964 株式会社ライフメイト

介護予防訪問サービ 有限会社ひまわり訪問介護サー
2770102909 堺市堺区
ス
ビス

北旅籠町西一丁１番２４号

072-224-2442 072-224-2448

介護予防訪問サービ
ケアセンターつばき
ス

2776001311 堺市堺区

柳之町東一丁１－７ ＫＯＫＯ
メディカルムーブメント株式会
072-275-7761 072-275-7762
レジデンスＡ３０３号室
社

介護予防訪問サービ
笑若庵ヘルパーステーション
ス

2770105647 堺市堺区

神明町東三丁１番３２号

072-223-8017 072-223-8014 有限会社笑若庵

介護予防訪問サービ
やすらぎのオレンジ館堺営業所 2776001089 堺市堺区
ス

宿屋町東一丁１番４号

072-226-1165 072-226-1187 日清住宅サービス株式会社

介護予防訪問サービ
フィーカ堺
ス

2776003275 堺市堺区

櫛屋町東二丁２番６
室

072-232-8281 072-232-8280 コスモスフィーカ株式会社

介護予防訪問サービ
サンテケア
ス

2776001162 堺市堺区

戎之町東一丁１－２１

花笑み

介護予防訪問サービ
ゆうあいケアセンター
ス
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１０１号

２階

有限会社ひまわり訪問介護サー
ビス

072-223-0711 072-223-0713 有限会社Ｍ２

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）
太陽ハ

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
ピーチケアステーション
ス

2776002277 堺市堺区

熊野町東三丁２－１７
イツ１０１号

介護予防訪問サービ
オールマイティー
ス

2770104731 堺市堺区

甲斐町西三丁２番７号

072-221-9221 072-222-8279 オールマイティー株式会社

介護予防訪問サービ
甲斐町ケアサービス
ス

2770106835 堺市堺区

甲斐町西二丁２番３５号

072-221-2436 072-221-2437 有限会社甲斐町ケアサービス

介護予防訪問サービ 介護サービスステーションすず
2770101075 堺市堺区
ス
らん

甲斐町東二丁１番１４号
ｗｉｃビル３階

介護予防訪問サービ
はるのヘルパーステーション
ス

2776003317 堺市堺区

大町東３－１－１２

介護予防訪問サービ
ケアコート
ス

2776003978 堺市堺区

大町東三丁２番６号
室

介護予防訪問サービ
介護支援グループさんらい
ス

2770104525 堺市堺区

宿院町東二丁２番１５号
らいビル１階

Ｇ－

072-229-6800 072-229-6801 株式会社倉本

072-228-9551 072-226-6789 有限会社アポプロモート

072-282-7622 072-282-7623 社会福祉法人天照会
２０２号

さん

070-1393-1396 06-6776-2634 コアプラン株式会社

072-282-6812 072-222-6356 三和機電工業株式会社

介護予防訪問サービ エルケア株式会社エルケア宿院
2776001725 堺市堺区
ス
ケアセンター

少林寺町西一丁１番１０号

072-232-7721 072-232-7722 エルケア株式会社

介護予防訪問サービ
訪問介護ライズケア
ス

2776003994 堺市堺区

少林寺町西一丁１番８号
Ｇビル４０３号室

072-221-5566 072-221-5567 合同会社ライズケア

介護予防訪問サービ
すずな介護サービス
ス

2776004042 堺市堺区

寺地町東４－１－８
ション１０１号室

介護予防訪問サービ
木の実ヘルパーステーション
ス

2776000503 堺市堺区

新在家町東二丁１番２号
家１４１ １０２号

介護予防訪問サービ
訪問介護ステーション悠
ス

2776001766 堺市堺区

南旅篭町東一丁２番２号
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ＰＳ

寺地マン

新在

072-269-4151 072-269-4153 株式会社森本工務店

072-223-5576 072-223-5578 有限会社木の実

072-282-7770 072-282-7535 合同会社ＫＹＮ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

介護予防訪問サービ
訪問介護事業所
ス

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

法人名

2776004190 堺市堺区

南旅篭町東四丁３番１１号
たごハイツ２階

介護予防訪問サービ おりーぶの森ヘルパーステー
ス
ションさかい

2776002145 堺市堺区

南半町西二丁４－３

072-222-3288 072-222-3235 オリーブ株式会社

介護予防訪問サービ
笑みヘルパーステーション
ス

2776001410 堺市堺区

南旅篭町西一丁１番１３号

072-224-5150 072-228-3355 株式会社ＥＭＩ

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター堺
ス

2770102206 堺市堺区

竜神橋町一丁２番１６号
ビル２階Ｂ号

072-226-0313 072-226-0314 株式会社ニチイ学館

介護予防訪問サービ
サカイあすか訪問介護センター 2770108286 堺市堺区
ス

住吉橋町一丁２番１２号

072-227-0113 072-227-0135

介護予防訪問サービ
訪問介護ステーション笑楽
ス

住吉橋町二丁１番１２号

072-350-3822 072-350-3821 株式会社ビオネスト

虹来

堺 2776003036 堺市堺区

は

事業所FAX

山久

072-225-0728 072-225-0718 ランドマーク株式会社

有限会社あすか訪問介護セン
ター

介護予防訪問サービ
訪問介護ステーションあすなろ 2770103717 堺市堺区
ス

大浜北町三丁４番２－１００１
072-222-1026 072-222-1016 有限会社あすなろ
号

介護予防訪問サービ りんごハウスヘルパーステー
ス
ション

大浜北町三丁６番７号
ハウス１０２

2776000222 堺市堺区

りんご

072-222-8038 072-242-6068 株式会社りんごハウス

介護予防訪問サービ
いきいきヘルパーステーション 2776000248 堺市堺区
ス

大浜北町三丁１０番１６号

072-225-1619 072-225-1617 株式会社自他利

介護予防訪問サービ
えんじぇる訪問介護
ス

2776001634 堺市堺区

大浜北町二丁４番２１号

072-229-9246 072-242-6622 えんじぇる株式会社

介護予防訪問サービ
介護支援センターみやこ堺
ス

2776003762 堺市堺区

大浜北町３－１１－１８

072-223-0555 072-223-3933 株式会社都エンタープライズ

大浜南町三丁１－１３

072-242-8100 072-242-8134 株式会社蓮華草

介護予防訪問サービ
れんげ草ヘルパーステーション 2776001816 堺市堺区
ス
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

介護予防訪問サービ ハートピア堺ヘルパーステー
ス
ション

事業所所在
事業所番号 地（区）

2770101083 堺市堺区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

海山町三丁１５０番地１

072-222-8080 072-222-8778 社会福祉法人堺福祉会

介護予防訪問サービ 介護へルパーステーションほほ
2770105852 堺市堺区
ス
えみ

海山町四丁１６５－１
０２号

072-226-7660 072-226-7661 有限会社ほほえみ

介護予防訪問サービ
すけさんケアセンター
ス

2776001444 堺市堺区

海山町一丁３１番１０号

072-320-8014 072-320-8074 株式会社わいわい

介護予防訪問サービ
ジョイ・オブ・ライフ
ス

2776003176 堺市堺区

海山町三丁１４５
庄２００号

072-232-2014 072-232-2015 株式会社ジョイ・オブ・ライフ

介護予防訪問サービ
海山町ヘルパーステーション
ス

2776003457 堺市堺区

海山町三丁１５４－４

ルネ１

シャトー川

072-232-0777 072-232-0789 株式会社ヒロコーポレーション

介護予防訪問サービ 老人デイサービスセンター結い
2770102750 堺市西区
ス
の里

浜寺石津町西五丁１１番２１号 072-267-6870 072-267-6860 社会福祉法人コスモス

介護予防訪問サービ
愛・ふるさとケアセンター
ス

2776300697 堺市西区

浜寺石津町西四丁１５番３９号
072-241-1510 072-241-1510 株式会社愛・ふるさと
浜寺田中コーポ１階

介護予防訪問サービ
のぞみ介護サービス
ス

2776301885 堺市西区

浜寺石津町西一丁３番２１－３
072-247-9027 072-247-9028 のぞみ訪問介護株式会社
０１号

介護予防訪問サービ
訪問介護事業所
ス

なでしこ浜寺 2776302784 堺市西区

浜寺石津町西二丁６番１７

072-244-9601 072-244-9610 株式会社ハートリンクケア

072-247-7837 072-247-7838 合同会社ＫＯＴＯＢＵＫＩ

介護予防訪問サービ
ケアアシストこころ
ス

2776303048 堺市西区

浜寺石津町西四丁１－２２

介護予防訪問サービ
ゆめケアサービス浜寺
ス

2776303188 堺市西区

浜寺石津町西四丁１４番１２号 072-245-5555 072-245-0808 アップサポート合同会社

介護予防訪問サービ
ありんな
ス

2776303238 堺市西区

浜寺石津町西四丁２７番４号
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072-256-4397 072-256-4398 ＡＲＩＮＮＡ合同会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
訪問介護たつみケア
ス

2776302024 堺市西区

浜寺石津町中一丁３番９号

072-241-7292 072-247-9414 有限会社ケアサプライ

介護予防訪問サービ
ケアセンター
ス

2776302479 堺市西区

浜寺石津町中三丁３番２号

072-205-5145 072-205-5145 合同会社一笑縁

介護予防訪問サービ
ゆず介護サービス
ス

2776302636 堺市西区

浜寺石津町中四丁１６番４号

072-280-0076 072-280-0086 合同会社ゆずサポート

介護予防訪問サービ
ケアセンターまごころ石津
ス

2776302792 堺市西区

浜寺石津町中一丁７－１４

072-244-7344 072-244-7345 株式会社ゆきあい

介護予防訪問サービ
楓
ス

2776302867 堺市西区

浜寺石津町中四丁９番２２号
石津マンション１階３号

072-241-5678 072-241-5677 合同会社大梅

介護予防訪問サービ
ケアセンターまごころ堺
ス

2776302958 堺市西区

浜寺石津町中一丁７－１６

072-275-8267 072-275-8268 株式会社ゆきあい

介護予防訪問サービ
訪問介護
ス

2776302503 堺市西区

浜寺石津町東三丁１番１５号１
072-370-1180 072-370-1181 合同会社エム・ケイ・ワイ
階

ページ・ワン

マミードリーム

介護予防訪問サービ 訪問介護ステーションＨＩＢＩ
2776303147 堺市西区
ス
ＳＵ石津川

浜寺石津町東二丁５番２７号－
072-276-4351 072-276-4352 株式会社ＢＩＳＣＵＳＳ
１階

介護予防訪問サービ
こもれびケア堺
ス

2776303303 堺市西区

浜寺石津町東３－９－１４

072-370-7136 072-370-4284 一般社団法人こもれび

介護予防訪問サービ
ライフフォース浜寺船尾
ス

2776302594 堺市西区

浜寺船尾町東１－１３３－１

072-262-6060 072-262-6070 ライフフォース株式会社

介護予防訪問サービ
介護支援センター船尾株式会社 2776300846 堺市西区
ス

浜寺船尾町西一丁４の８

072-269-4162 072-269-4262 介護支援センター船尾株式会社

介護予防訪問サービ
訪問介護ふんわり
ス

浜寺船尾町西一丁１０４番地

072-268-5502 072-268-5503 ふんわり合同会社

2776302370 堺市西区
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

介護予防訪問サービ
セルビス介護支援センター
ス

事業所所在
事業所番号 地（区）

2776300077 堺市西区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

浜寺元町一丁１１８

072-267-1566 072-267-1568 株式会社セルビス

介護予防訪問サービ 訪問介護ステーション創和堺事
2776301026 堺市西区
ス
業所

浜寺元町五丁６２６番地８
パークハイツ浜寺１０２号

072-267-1337 072-267-1338 有限会社創和

介護予防訪問サービ
トラストマインド浜寺
ス

浜寺公園町１－６

072-262-7010

2776303279 堺市西区

株式会社トラストマインド

介護予防訪問サービ 訪問介護事業所・ホームケアプ
2770102933 堺市西区
ス
ランサービス

浜寺諏訪森町中三丁２４６番地
072-265-1059 072-265-8059 ホームサービス有限会社
１０３号室

介護予防訪問サービ
メディプラス訪問介護センター 2776302859 堺市西区
ス

浜寺諏訪森町中二丁１８６番地
072-267-4076 072-267-4096 株式会社メディプラス
１

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター浜寺
ス

浜寺諏訪森町中二丁１８６－１
072-267-2688 072-266-0081 株式会社ニチイ学館
３

2776302990 堺市西区

介護予防訪問サービ 訪問介護事業所ｃｏｃｏ－ｌｉ
2776302081 堺市西区
ス
ｎｅ

上野芝町五丁１１－１３

072-243-9601 072-243-9610 株式会社ＯＣＥＡＮ

介護予防訪問サービ
ケアセンター大輪
ス

上野芝町四丁７番９号１０２

072-370-7866 072-370-7866 合同会社太陽

北条町二丁２４番６号

072-276-7071 072-276-7078 大阪いずみ市民生活協同組合

072-279-2615 072-279-2617

介護予防訪問サービ 在宅サービス
ス
ホーム上野芝

2776302800 堺市西区

コープスマイル
2770108567 堺市西区
訪問介護

介護予防訪問サービ
あきつ
ス

2776301661 堺市西区

北条町一丁３番６号

介護予防訪問サービ
アルクケアステーション
ス

2776302974 堺市西区

北条町一丁１５番１６号
ビル１－Ｄ

介護予防訪問サービ
有限会社タイヨウビジネス
ス

2770102917 堺市西区

上野芝向ヶ丘町一丁２番１８号 072-279-1939 072-279-2039 有限会社タイヨウビジネス

39 / 264 ページ

大啓

特定非営利活動法人次世代育
成・少子化対策研究会

072-242-8251 072-242-8261 合同会社アルク

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ 晴れる家５号館ヘルパーステー
2776302669 堺市西区
ス
ション

上野芝向ヶ丘町六丁６－１６

072-276-0909 072-276-0910 エクレシア株式会社

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション双修
ス

2776301067 堺市西区

家原寺町一丁８番４１号

072-271-2220 072-271-1300 株式会社双修

介護予防訪問サービ
えんむすびケアステーション
ス

2776301349 堺市西区

堀上緑町一丁８番第６３号棟１
072-269-4388 072-269-4389 株式会社えんむすび
０５号室

介護予防訪問サービ
きいちご畑
ス

2770108492 堺市西区

平岡町９２番地１３

072-272-4666 072-272-4667 有限会社きいちご畑

介護予防訪問サービ 介護事業所まごころケアサービ
2776302362 堺市西区
ス
ス

平岡町４５番地１

072-260-0556 072-260-6633

介護予防訪問サービ
アップライフ介護サービス
ス

2776300994 堺市西区

神野町三丁５番２８号

072-260-5005 072-260-5006 ケアズプランニング株式会社

介護予防訪問サービ ヘルパーステーション
ス
イド上野芝

2776301653 堺市西区

神野町三丁１番２３号

072-289-9680 072-289-9681 株式会社ユアサイド

ふくべ 2776302263 堺市西区

神野町一丁１４－１７

072-349-8791 072-349-8793 合同会社華音

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション
ス

ユアサ

株式会社ハイパーエージェン
シー

介護予防訪問サービ
ハピネス在宅支援センター
ス

2770106900 堺市西区

上６６６番地の１

072-274-8003 072-273-6081 有限会社ハピネス

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーションさち
ス

2776300150 堺市西区

上１６５番地１１

072-284-7811 072-284-7811 さち株式会社

介護予防訪問サービ
介護ステーション福老
ス

2776302412 堺市西区

上１９８番地７５

072-273-5577 072-350-2175 合同会社タケユウ

介護予防訪問サービ
のんびぃケアセンター
ス

2776302495 堺市西区

上５２７番地３

072-290-7063 072-290-7064 株式会社エスライン
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ アニストヘルパーステーション
2776302644 堺市西区
ス
堺

上５４０－２２

072-271-7170 072-271-7170 株式会社アニスト

介護予防訪問サービ 堺福泉療護園ホームヘルパース
2770101182 堺市西区
ス
テーション

草部３４１番地

072-272-7770 072-271-0082 社会福祉法人あすなろ会

介護予防訪問サービ 株式会社笑福ホームヘルパース
2770106280 堺市西区
ス
テーション

草部２５４番７

072-271-2951 072-271-2952 株式会社笑福

介護予防訪問サービ
ケアサービスはるかぜ
ス

2770107700 堺市西区

草部２３６

072-372-7075 072-372-7053 有限会社はるかぜ

介護予防訪問サービ パルハウスくさべホームヘル
ス
パーサービス

2776300531 堺市西区

草部１４１７

072-275-0111 072-275-0075 社会福祉法人和風会

介護予防訪問サービ
オレンジヘルパーステーション 2776301869 堺市西区
ス

草部１１１８－３

072-349-4165 072-349-4164 株式会社グリーンレスト

介護予防訪問サービ
居宅介護
ス

2776302602 堺市西区

草部３７８－３

072-260-5778 072-260-5779 株式会社アキ

2776301208 堺市西区

菱木一丁２３４３番１１

072-349-6754 072-349-6734 社会医療法人生長会

介護予防訪問サービ
訪問介護ステーションつばき堺 2776300473 堺市西区
ス

山田一丁１０８４番１

072-260-5771 072-260-5772

介護予防訪問サービ
りんくケアサービス
ス

2776301943 堺市西区

山田二丁５１番地６

072-290-7264 072-290-7265 株式会社アシスト

介護予防訪問サービ
ケアステーションすみれの家
ス

2776302909 堺市西区

山田二丁１８９番８号

072-290-7541 072-290-7551 株式会社メディカルケア堺

介護予防訪問サービ
虹色クジラ
ス

2776303055 堺市西区

山田一丁１２０３番地８

072-289-8851 072-289-8852 株式会社虹色のトビラ

かがやき

介護予防訪問サービ ベルアンサンブルヘルパース
ス
テーション
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株式会社カメリヤ・プランニン
グ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ リーヴケア訪問介護ステーショ
2776303196 堺市西区
ス
ン

原田１０３番地３
２Ｆ

介護予防訪問サービ はーとらんどホームヘルパース
2770101471 堺市西区
ス
テーション

津久野町一丁７番２０号

072-272-7477 072-272-7412 社会福祉法人フローラ藤の会

介護予防訪問サービ おおとり福祉会ヘルパーステー
2770101729 堺市西区
ス
ション

鳳東町六丁６５９番地１

072-275-1555 072-275-1775 社会福祉法人おおとり福祉会

介護予防訪問サービ
有限会社ケア・フル和
ス

2770103766 堺市西区

鳳東町三丁２７９番地

072-260-0753 072-260-0555 有限会社ケア・フル和

介護予防訪問サービ くらしいきいきケアサポートわ
2776300853 堺市西区
ス
かば

鳳東町七丁７５５－３
ハイツ１０１

サニー

介護予防訪問サービ ファミリア介護サービスセン
ス
ター

2776302255 堺市西区

鳳東町一丁６３番地２
ヴェール鳳１Ｆ

リ

介護予防訪問サービ
ゆうそら堺
ス

2776302347 堺市西区

鳳東町七丁８３８
０３号

光大ビル２

介護予防訪問サービ 耳原ヘルパーステーションとも
2776300267 堺市西区
ス
うず鳳

鳳南町五丁５９５
ニック内

耳原鳳クリ

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーションお結び
ス

2776300457 堺市西区

鳳南町三丁２０２－１３

072-260-1120 072-260-1105 株式会社愛と真舎

介護予防訪問サービ ホワイトロード株式会社ヘル
ス
パーステーションはっち

2776300796 堺市西区

鳳南町五丁６５８－２０

072-260-5720 072-260-5721 ホワイトロード株式会社

介護予防訪問サービ ヘルパーステーションひまわり
2776301752 堺市西区
ス
の家鳳

鳳南町四丁４７６－２

072-272-0176 072-272-0201 社会福祉法人ひまわり会

介護予防訪問サービ
ウェルＦｉｒｍ訪問介護
ス

鳳南町一丁３番３号

2776303063 堺市西区
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ヨーク原田

事業所TEL

072-272-8848 072-272-8849 合同会社ＴＫＯ

072-369-4305 072-369-4306 合同会社来夢

072-271-5505 072-271-5502 株式会社ファミリア

072-271-1320 072-271-1340 株式会社優空

072-260-5060 072-260-5070 社会医療法人同仁会

Ｗ６号室 072-274-7856 072-274-7858

株式会社ＷｅｌｉｎｎｏｖＡｔ
ｉｏＮ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
Ｓ－ＯＮＥ介護センター
ス

2770108732 堺市西区

鳳西町一丁７９－８
ユ鳳１０３号

介護予防訪問サービ
しあわせ介護支援センター
ス

2776300978 堺市西区

鳳西町一丁８１番地１ マン
ションスカイハイツ１０号

072-201-1861 072-201-1861

介護予防訪問サービ
のぞみヘルパーステーション
ス

2776301281 堺市西区

鳳西町一丁２３番地９

072-275-5975 072-275-5974 株式会社

介護予防訪問サービ ヘルパーステーションクオレ堺
2776301810 堺市西区
ス
鳳

鳳西町二丁９１－５

072-263-8808 072-268-2310 株式会社クオレ

介護予防訪問サービ
ねこのヘルパーステーション
ス

2776301901 堺市西区

鳳西町三丁７５６番地５

072-265-2280 072-262-6466 株式会社ねこ

介護予防訪問サービ
まごころケア
ス

2776302289 堺市西区

鳳西町三丁９番６号

072-261-2828 072-261-2828 密野石油株式会社

介護予防訪問サービ
訪問介護ステーションモコ
ス

2776302511 堺市西区

鳳西町二丁２８－２ マンショ
ン（ラ・メール）１階１０３号 072-242-4345 072-242-4346 株式会社ＵＳコーポレーション
室

介護予防訪問サービ
ケアステーションナオビッグ
ス

2776303204 堺市西区

鳳西町二丁８０－１

介護予防訪問サービ
ピースケア
ス

2770103774 堺市西区

鳳中町十丁６番地１
竹ヶ城３Ｃ

介護予防訪問サービ
介護センタースマイル
ス

2770106736 堺市西区

鳳中町五丁１５３番地１

072-288-7272 072-288-7273 株式会社スマイルケアサポート

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンターおおとり
ス

2770106983 堺市西区

鳳中町七丁２４０番地

072-267-7810 072-264-9363 株式会社ニチイ学館

介護予防訪問サービ
清流ヘルパーステーション
ス

2776301737 堺市西区

鳳中町十丁６－１
城１Ｃ号室

072-265-0077 072-265-0087 合同会社哲人社

みつばち
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ファミー

事業所TEL

072-264-1018 072-264-1018 有限会社ＡＹＡＮＯ
株式会社しあわせ介護支援セン
ター
つづみ草

072-266-7778 072-266-7800 株式会社ナオビッグ
パレス

パレス竹ヶ

072-268-4606 072-268-4616 有限会社ピースケア

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

介護予防訪問サービ
ケアセンター
ス

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776302487 堺市西区

鳳中町十丁１１－１

072-261-0671 072-261-0681 株式会社いーくぉる

介護予防訪問サービ
セカンド・ライフ鳳
ス

2776302552 堺市西区

鳳中町十丁９番１

072-266-6771 072-266-6772 株式会社セカンド・ライフ

介護予防訪問サービ
ライフケア
ス

2776302750 堺市西区

鳳中町二丁２３－５６

072-267-4645 072-267-4644 一般社団法人ライフ

介護予防訪問サービ
ケア２１鳳
ス

2776302933 堺市西区

鳳中町二丁２４番地
２階２Ａ号室

072-265-8321 072-265-8322 株式会社ケア２１

なごみの家

岸田ビル

介護予防訪問サービ ａｃｔｏｒ訪問介護ステーショ
2776302982 堺市西区
ス
ン

鳳中町三丁７５－８－１０５

072-275-8859 072-275-8849 合同会社ＴｒｉＯ

介護予防訪問サービ
サニーサイド
ス

2776303253 堺市西区

鳳中町十丁７番地１４

072-267-1773 072-267-1775 株式会社ＶＭＣトレーディング

介護予防訪問サービ
ペガサスヘルパーセンター
ス

2776301158 堺市西区

鳳北町十丁７番１階

072-265-1500 072-265-1562 社会医療法人ペガサス

介護予防訪問サービ
サポートセンターリバティ
ス

2776301190 堺市西区

鳳北町八丁６番地

072-261-3711 072-261-3711 合同会社セブンスリー

介護予防訪問サービ
ゆるりヘルパーステーション
ス

2776301331 堺市西区

鳳北町８丁４３３－１
ル２ １０２号

介護予防訪問サービ
ケアステーション笑
ス

2776301414 堺市西区

鳳北町三丁１５０
Ｆ

介護予防訪問サービ 訪問介護サービスｉｎｎｏｃｅ
2776103273 堺市中区
ス
ｎｔ

学園町３番１０号

072-230-2611 072-230-2612

介護予防訪問サービ
訪問介護サービス
ス

新家町１－１２

072-349-6132 072-349-6133 合同会社ＬＩＮＫＬＩＮＥ

りんく

2776102861 堺市中区
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角野ビ

松尾ビル３

072-268-4080 072-268-4081 株式会社ステージ

072-350-3806 072-350-3807 株式会社笑
株式会社メディカルｉｎｎｏｃ
ｅｎｔ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

介護予防訪問サービ
メリーケアサービス
ス

2776102887 堺市中区

新家町２９６番地１５

介護予防訪問サービ
ウインド介護サービス
ス

2776100147 堺市中区

大野芝町２４０番地５

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-234-3489 072-234-3489 株式会社Ｍｅｒｒｙ

２階

Ｃａｒｅ

072-236-1468 072-236-1480 有限会社ウインド介護サービス

介護予防訪問サービ
あいあいヘルパーステーション 2776103398 堺市中区
ス

大野芝町１７０番地１１

072-206-1285 072-206-1286 株式会社Ｍａｒｋｓ

介護予防訪問サービ 医療法人浩仁会 ヘルパース
ス
テーション オリーブの樹

2776103638 堺市中区

大野芝町１６８番地１

072-239-1165 072-239-1167 医療法人浩仁会

介護予防訪問サービ
介護支援センターだいせん
ス

2770105613 堺市中区

土塔町１５５番１

072-230-0201 072-230-0205 医療法人大泉会

介護予防訪問サービ やすらぎ倶楽部ヘルパーステー
2776102150 堺市中区
ス
ション咲楽

土塔町２０４４－６０

072-234-3311 072-234-6160

介護予防訪問サービ
まつわ介護サービス
ス

2776102960 堺市中区

深井東町３１８９番地１０１号
072-270-8033 072-270-8035 株式会社松和
クレセントカシダⅡ

介護予防訪問サービ
在宅ケアサービスソラスト堺
ス

2770107601 堺市中区

深井沢町３１４２番
ニックセンタービル

介護予防訪問サービ
ひかりケアステーション
ス

2776101004 堺市中区

深井沢町３２６５番

072-270-2095 072-276-4095 株式会社ＧＶＰマネージメント

介護予防訪問サービ
ケアステーションあしびな
ス

2776101558 堺市中区

深井沢町３２７９番地

072-242-7567 072-242-7568 一般社団法人尊人会

介護予防訪問サービ
ケア２１深井
ス

2776103406 堺市中区

深井沢町３１２４番
ム格谷１０５号

072-242-0021 072-242-1021 株式会社ケア２１

介護予防訪問サービ
パンダケアステーション
ス

2776103687 堺市中区

深井沢町３３０９番地１
イスコート善５０１号
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霜野クリ

サンハイ

グレ

特定非営利活動法人やすらぎ倶
楽部

072-276-7015 072-276-7016 株式会社ソラスト

072-242-6904 072-242-6905 合同会社ＰＡＮＤＡ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
コアラケアステーション
ス

2776103729 堺市中区

深井沢町３３０９番地１
イスコート善３０１号

グレ

介護予防訪問サービ
プラウド介護サービス
ス

2776100279 堺市中区

深井水池町３２７６番地
ト水池ビル３０１号室

ハー

介護予防訪問サービ
ふぁうすと介護センター
ス

2776102226 堺市中区

深井水池町３０８０番地

072-268-5517 072-268-5518 株式会社ファウスター

介護予防訪問サービ
こうせん介護サービス
ス

2776101012 堺市中区

土師町三丁８番１－１０４

072-276-0701 072-276-0702 株式会社エーシン

介護予防訪問サービ
介護ステーションなの花・堺
ス

2776101319 堺市中区

土師町一丁１２番２５号

072-276-0257 072-276-0258 有限会社ＫＡＴＥ

介護予防訪問サービ
ケアサポートしののめ
ス

2776102101 堺市中区

土師町二丁３３－３７

072-281-4310 072-281-4320 社会福祉法人自立支援協会

介護予防訪問サービ
ロード
ス

2776102333 堺市中区

土師町五丁１２－２７
コート１０２号

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション
ス

ベル

050-8883-8508 050-8883-8509 株式会社アーカイブ

072-225-4150 072-225-4150 株式会社ビルドアップ

072-206-0801 072-206-0809 株式会社Ｒｏａｄ

土師町１丁１７番３７号
ビューハイツ土師２０５号

072-323-0871 072-323-0871 合同会社プラスアルファ

介護予防訪問サービ ヘルパーステーションクレーネ
2770104228 堺市中区
ス
堺

福田３３９番地２

072-230-5288 072-230-5289

介護予防訪問サービ
アガペの里介護ステーション
ス

2776100683 堺市中区

福田４６４番地６

072-234-2202 072-234-2204 株式会社亀田

介護予防訪問サービ
アステル介護ステーション
ス

2776101996 堺市中区

福田６０１番地

072-237-2653 072-237-2654 株式会社アステル

介護予防訪問サービ
訪問介護アイリーライフ
ス

2776102192 堺市中区

福田１０２３番地８

072-283-4418 072-283-4418 アイリーライフ合同会社

ジョイ 2776103745 堺市中区
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社会福祉法人エージングライフ
福祉会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
赤坂事業所
ス

2776103042 堺市中区

福田１０６１－５－２０２

072-292-1361 072-294-6025 一般社団法人福祉社会協会

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション遊陶里
ス

2776103265 堺市中区

福田５４１番１

072-230-5000 072-230-5077 社会福祉法人幸雪会

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション福町
ス

2776103364 堺市中区

福田１４番地５

072-247-5308 072-247-5502 一般財団法人氏家記念財団

介護予防訪問サービ ヘルパーステーション
ス
う

2776103695 堺市中区

陶器北６９３番地４号

072-236-1115 072-236-1115 株式会社幸寿

2776100691 堺市中区

上之５６６－５

072-236-5117 072-236-5117 株式会社夢花

介護予防訪問サービ ベルファミリアヘルパーステー
2770101786 堺市中区
ス
ション

東山８４１番地１

072-289-7034 072-234-4691 社会福祉法人悠人会

介護予防訪問サービ
希望介護ステーション
ス

東山９５３－３
階

072-230-1158 072-230-1258 株式会社希望社

介護予防訪問サービ
介護サービスゆめか
ス

けんこ

2776100576 堺市中区

ウインビル１

介護予防訪問サービ 訪問介護ステーションひがしや
2776100857 堺市中区
ス
ま

東山７１９番地１

072-230-0307 072-230-0308

介護予防訪問サービ
丸和ケアセンター
ス

2776101459 堺市中区

東山５５２番地２

072-320-8445 072-320-8635 株式会社溝畑

介護予防訪問サービ
うるし介護サービス
ス

2776102721 堺市中区

東山１０１３
１０１号室

072-247-5516 072-247-5516 株式会社ＣｏＣｏ

パレドール東山

社会福祉法人コミュニティ福祉
会

介護予防訪問サービ ヘルパーステーションレガート
2776103083 堺市中区
ス
堺

東山１７５番３号

072-289-1165 072-289-1185 株式会社レガート

介護予防訪問サービ
なお介護サービス
ス

東山６５９番地１－１０７

072-355-6099 072-355-9397 合同会社ＴＡＫＵＭＩ

2776103331 堺市中区
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名
介護予防訪問サービ
訪問介護
ス

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

はるく

2776103737 堺市中区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

東山５１５

072-289-5075

介護予防訪問サービ やすらぎの園ホームヘルパース
2770102057 堺市中区
ス
テーション

深井畑山町２５２８番地１

072-270-7000 072-270-7100 社会福祉法人稲穂会

介護予防訪問サービ ベルアモールヘルパーステー
ス
ション

2770104368 堺市中区

深井畑山町２１１番地

072-277-7711 072-270-7735 社会医療法人生長会

介護予防訪問サービ
ケアセンターフォーユー畑山
ス

2776101517 堺市中区

深井畑山町２６３１番１

072-276-0205 072-276-0206 株式会社フォーユー

介護予防訪問サービ
訪問介護センターつつみ
ス

2776101137 堺市中区

平井１０２８番地７

072-230-2234 072-230-2235 株式会社グロース

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーションふたば
ス

2776102218 堺市中区

平井３１４番地

072-270-3345 072-270-3345

介護予防訪問サービ
訪問介護じゅえる
ス

2776102556 堺市中区

平井２３８番地５

072-247-8815 072-247-8825 株式会社ジュエル

介護予防訪問サービ
あゆら訪問介護
ス

2776102622 堺市中区

平井１７番地２

072-283-7717 072-201-7045 特定非営利活動法人暁会

介護予防訪問サービ
在宅訪問介護
ス

2776103430 堺市中区

平井３８番地７

072-275-9116 072-275-9117 株式会社アンジュ

2776100931 堺市中区

楢葉６３番地３

072-340-4189 072-340-4190 株式会社介援隊

楢葉１４９番地１

072-235-3681 072-235-3682 株式会社ＰＥＡＣＥ

深阪二丁９番２号

072-234-2564 072-234-6853 三共電子工業株式会社

こころ

介護予防訪問サービ
あきケアサービス
ス
介護予防訪問サービ
かなで
ス

ヘルパーステーション 2776102648 堺市中区

介護予防訪問サービ
ネットワークナース
ス

2770103352 堺市中区
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合同会社優心

株式会社ティーエヌコーポレー
ション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター泉ヶ丘
ス

2776100485 堺市中区

深阪三丁１番６４号

介護予防訪問サービ
もりの木訪問介護センター
ス

2776100816 堺市中区

深阪一丁１４番５２－１０５号 072-220-7370 072-220-7369 有限会社もりの木

072-230-2518 072-235-6658 株式会社ニチイ学館

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーションあかしあ 2776101228 堺市中区
ス

深阪一丁６番１７－１０３号

072-239-0461 072-239-0465 株式会社Ｅ．Ｔライフケア

介護予防訪問サービ
株式会社介護ステーション集
ス

2776101764 堺市中区

深阪四丁４番６５号

072-284-7757 072-284-7757 株式会社介護ステーション集

介護予防訪問サービ
訪問介護たんたん
ス

2776102358 堺市中区

深阪六丁２－１３ スプルース
072-290-7475 072-339-4300 株式会社Ｔａｎ
泉ヶ丘Ⅱ １１１号

介護予防訪問サービ
アイリス介護ステーション堺
ス

2776102697 堺市中区

深阪六丁２１番１０号

072-236-7959 072-236-7959 エンブレイス株式会社

介護予防訪問サービ
河野外科訪問介護事業所
ス

2776103497 堺市中区

深阪五丁１４番４１号

072-289-7701 072-289-7702 医療法人隆昌会

介護予防訪問サービ
福生会ヘルパーステーション
ス

2770101919 堺市中区

伏尾１９６番地

072-278-0205 072-278-0525 社会福祉法人福生会

介護予防訪問サービ
たすく介護サービス
ス

2776101707 堺市中区

伏尾３１４番地
健翔１０１号

介護予防訪問サービ
こすもす介護サービス
ス

2776100097 堺市中区

堀上町３１番地１５

072-276-7130 072-276-7131 株式会社秋桜

介護予防訪問サービ 株式会社
ス
ビス

2776101335 堺市中区

堀上町３６８番地３７

072-203-8701 072-203-8702

堀上町１５１番４
０２号室

072-277-5050 072-280-4510 合同会社藍郷

花まる訪問介護サー

介護予防訪問サービ ゆさらび訪問介護ステーション
2776102473 堺市中区
ス
堺
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サニーハイツ

北野ビル２

Ｔａｎ

072-269-4880 072-269-4881 株式会社タスク

株式会社
ビス

花まる訪問介護サー

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター堺八田荘
ス

2776100543 堺市中区

八田北町３２０番地１

072-276-7110 072-279-2701 株式会社ニチイ学館

介護予防訪問サービ
アシストワーク株式会社
ス

2776100717 堺市中区

八田北町２９７番ー１

072-277-4165 072-277-4166 アシストワーク株式会社

介護予防訪問サービ
ウイングケア
ス

2776102127 堺市中区

八田北町５９５－１

072-242-8068 072-275-9647 特定非営利活動法人ウイング

介護予防訪問サービ
愛らんど
ス

2776102135 堺市中区

八田北町４９５－３－１０３

072-278-1165 072-278-1185 株式会社未来設計事務所

介護予防訪問サービ
ケイエムシーケアセンター
ス

2776103232 堺市中区

八田北町６１１－７

２階

072-242-7933 072-242-7934 株式会社ケイエムシー

介護予防訪問サービ
ＣＯＣＯＲＯケアサービス
ス

2776100840 堺市中区

八田西町２丁２１番２６号

072-278-8888 072-278-8885 株式会社ＣＯＣＯＲＯ

介護予防訪問サービ グランドライフ
ス
テーション

2776101491 堺市中区

八田西町三丁７番４６

072-281-1165 072-281-1265 株式会社グランドライフ

2776102457 堺市中区

八田西町三丁５番４７号
Ｇビル２Ｃ号室

2776102531 堺市中区

八田西町三丁１１番３２号

072-277-3817 072-277-3821 株式会社幸寿苑

介護予防訪問サービ
誠千ヘルパーステーション八田 2776102671 堺市中区
ス

八田西町三丁２番３
１０３号

072-247-8253 072-247-8263 株式会社誠千

介護予防訪問サービ
愛の木介護センター
ス

2776103133 堺市中区

八田西町三丁３番１０号

介護予防訪問サービ
訪問介護ひかり
ス

2776103463 堺市中区

八田西町二丁１１－１１
スアメニティ２０３号

堺ヘルパース

介護予防訪問サービ
介護センター翁
ス
介護予防訪問サービ 訪問介護ステーション
ス
く幸寿苑

らくら
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Ａ．

辻内ビル

072-270-1235 072-270-1236 合同会社翁

072-350-1361 072-350-0880 株式会社侑匠
ハウ

072-246-9351 072-246-9357 株式会社ＣＯＬＯＲ’Ｓ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
株式会社さくら訪問介護事業所 2776100261 堺市中区
ス

八田寺町２９１番地１６２

072-279-5200 072-220-4132 株式会社さくら

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター深井
ス

深井北町６４６番地２

072-276-0662 072-276-0663 株式会社ニチイ学館

介護予防訪問サービ
有限会社フレンド介護センター 2770104095 堺市中区
ス

深井北町９７０番地１４

072-270-1161 072-270-7254 有限会社フレンド介護センター

介護予防訪問サービ
アイ・ケアステーション
ス

深井北町１７０番地６

072-278-9258 072-278-9298 株式会社コンフォート

介護予防訪問サービ 訪問介護ステーションデルソー
2776100527 堺市中区
ス
レ

深井北町３１３２番地１

072-276-6610 072-276-6620 株式会社デルソーレ

介護予防訪問サービ
あいるケアステーション
ス

深井北町３４３６番地

072-242-4707 072-242-4708 一般社団法人ほっと

2770102685 堺市中区

2776100048 堺市中区

2776102747 堺市中区

介護予防訪問サービ
トラスト訪問介護ステーション 2776102820 堺市中区
ス

深井北町８１１－３ ヴィラー
072-278-5799 072-278-5795 株式会社ＴＲＵＳＴ
ジュＮｉｓｓｉｎ３０１

介護予防訪問サービ
有限会社輝ケアーセンター３９ 2770106363 堺市中区
ス

深井中町１２１１番地３

072-281-6461 072-281-7739 有限会社輝ケアーセンター３９

介護予防訪問サービ
北野介護センター陽だまり
ス

2776100030 堺市中区

深井中町１８５７番地の１

072-242-2525 072-242-2526 有限会社北野介護事務所

介護予防訪問サービ
ケアサポート
ス

おはな

2776102978 堺市中区

深井中町７６１番地３

072-276-6260 072-276-6261 合同会社レア

介護予防訪問サービ
ワンズ
ス

サポート

2776103034 堺市中区

深井中町１０４３番地２

072-247-7889 072-247-7890 ワンズ・ユニーク合同会社

2776103513 堺市中区

深井中町５７９－３

072-275-7440 072-275-8158 株式会社朋友会

ケア

介護予防訪問サービ
朋友介護サービス
ス
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
セカンド・ライフ深井中町
ス

2776103554 堺市中区

深井中町７４３番１２

072-230-4182 072-230-4192 株式会社セカンド・ライフ

介護予防訪問サービ
ケアステーションあい
ス

2776100022 堺市中区

深井清水町３７２４番地

072-270-0088 072-275-5366 有限会社あいネットワーク

介護予防訪問サービ
介護ステーション楓
ス

2776100428 堺市中区

深井清水町３７６７番地

介護予防訪問サービ
ケアセンターフォーユー
ス

2776100758 堺市中区

深井清水町１４６２番１

072-270-9076 072-270-9075 株式会社フォーユー

介護予防訪問サービ
きずな深井介護所
ス

2776101079 堺市中区

深井清水町３１９９番地

072-278-6551 072-278-6552 株式会社カイゴス

介護予防訪問サービ
りぼんケアステーション
ス

2776102259 堺市中区

深井清水町３５８７番地

072-275-7392 072-275-7385 一般社団法人りぼん

介護予防訪問サービ
ぐっさんち
ス

2776102911 堺市中区

深井清水町１０７６番地５

072-283-3509 072-355-6523 合同会社ＭＴ．ｇａｔｅ

2776103604 堺市中区

深井清水町３８２１

072-276-0530 072-276-0531 株式会社ウィザスイーライフ

介護予防訪問サービ
ｏｎｅ
ス

2776103703 堺市中区

１－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ
深井清水町３５１４番地 グラ
072-322-4289 072-206-4239 ｗｏｒｋ ｏｆｆｉｃｅ株式会
ンドールエコー深井４０１号
社

介護予防訪問サービ
居宅支援事業所エル介護部
ス

2776100725 堺市中区

宮園町２番１１号

介護予防訪問サービ ヘルパーステーションさくらん
2776100824 堺市中区
ス
ぼ

宮園町２番１２号
０１号室

介護予防訪問サービ
みゆき苑ケアステーション
ス

宮園町６番１０号

介護予防訪問サービ 訪問介護サービス
ス
深井

イーライフ

2776102069 堺市中区
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１階 072-275-8686 072-275-8112 株式会社ＭＹＮ

072-350-6991 072-350-6993 株式会社ｎｅｏ
第一ビル２

072-278-6225 072-278-6226 株式会社悠美

072-279-1131 072-279-1132 株式会社大光産業

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

介護予防訪問サービ
ひだまり訪問介護
ス

事業所所在
事業所番号 地（区）

2776102952 堺市中区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

宮園町２番１１号

072-247-9870 072-247-9879 株式会社ベストライフはるか

介護予防訪問サービ 医療法人中村会ヘルパーステー
2770103931 堺市中区
ス
ションくぜのさと

東八田２６－１

072-275-6200 072-275-6200 医療法人中村会

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーションふくふく 2776100899 堺市中区
ス

東八田４２４－７

072-275-9961 072-275-9961 有限会社吉右エ門

介護予防訪問サービ
ジーアール介護センター
ス

2776103315 堺市中区

東八田１０７番地２

072-280-4163 072-280-4425

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション笑楽堂
ス

2776101426 堺市中区

小阪１８８－１

072-277-0477 072-277-0487 株式会社ヘリアントス

介護予防訪問サービ
ケアセンターまごころ小阪
ス

2776102986 堺市中区

小阪９４－３

072-276-7210 072-276-7211 株式会社ゆきあい

介護予防訪問サービ
介護ステーション
ス

2776103299 堺市中区

小阪１８７番地１３

072-270-7118 072-220-8736 合同会社天海

介護予防訪問サービ
らぱん介護ステーション
ス

2776103661 堺市中区

小阪３４１

072-275-7057 072-275-7183 株式会社ラパン

介護予防訪問サービ
ひなたヘルパーステーション
ス

2776103711 堺市中区

小阪２９７－１

072-242-3095 072-281-0130 優仁ウエルネス株式会社

介護予防訪問サービ ケアサービスコスモス・ホーム
2770104541 堺市東区
ス
ヘルプサービス

石原町四丁１４３番地の７

072-287-2929 072-287-3062 株式会社ケアサービスコスモス

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション花りぼん 2776201044 堺市東区
ス

石原町四丁２８２－３

072-287-7715 072-287-7716 ライジングサン株式会社

介護予防訪問サービ ほっこりするヘルパーステー
ス
ション

菩提町五丁６６番地２

072-288-2050 072-288-2051 株式会社ｉＲ舎

みらい

2776201101 堺市東区

２０６号
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特定非営利活動法人グリーンレ
スト

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
ケアセンター・アイリス
ス

2776201234 堺市東区

菩提町３－９－１

072-289-7220 072-289-7228 株式会社シーヒューマン

介護予防訪問サービ
トリコ介護センター
ス

2776201440 堺市東区

菩提町一丁７番５号

072-242-7088 072-242-7089 合同会社トリコ介護センター

介護予防訪問サービ
介護支援サービスひなた堺
ス

2776200327 堺市東区

引野町二丁１８番７号

072-201-0861 072-201-1721 株式会社スナグル

介護予防訪問サービ
訪問介護センターひな
ス

2776201002 堺市東区

白鷺町二丁３番Ｂ９棟Ｓ４号室 072-288-2521 072-288-2522 合同会社ひな

介護予防訪問サービ
訪問介護事業所みつばち
ス

2776201333 堺市東区

白鷺町三丁１３番１号

072-288-4859 072-288-4860 株式会社轍

介護予防訪問サービ ケアステーションしらさぎ夢テ
2776201416 堺市東区
ス
ラス

白鷺町二丁３－９－６

072-288-5300 072-288-5301

介護予防訪問サービ
ふるさぽーと
ス

2770105233 堺市東区

日置荘北町二丁２１番３６号

072-288-1900 072-288-1901 株式会社ふるさぽーと

介護予防訪問サービ
ファストケアサービス初芝
ス

2776200384 堺市東区

日置荘北町三丁２５番３号

072-288-2810 072-288-2812 有限会社ファストケア

介護予防訪問サービ
スノーフレーク
ス

2776200764 堺市東区

日置荘北町一丁３７－４

072-286-9765 072-289-6245 ベレザ合同会社

2776201424 堺市東区

日置荘北町一丁２６－１５

072-247-5905 072-247-5906 株式会社ウェルケア

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション・はるす 2770103519 堺市東区
ス

日置荘原寺町４１１番地１

072-286-4577 072-286-4668 株式会社はるす

介護予防訪問サービ
ケアセンター
ス

日置荘原寺町９６番６
ラザ３０２号

072-287-6330 072-287-6333 株式会社ハートケア

介護予防訪問サービ 訪問介護事業所
ス
堺

ウェルケア

フィット・堺

2776200608 堺市東区
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萩天プ

特定非営利活動法人ワーカーズ
コープ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防訪問サービ
オリーブ介護センター
ス

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776200616 堺市東区

日置荘原寺町２１５－１

072-286-2271 072-286-2281 株式会社オリーブ

介護予防訪問サービ
エード訪問介護
ス

2776201507 堺市東区

日置荘原寺町５１－３

072-284-9191 072-231-9586 合同会社Ｇｉｖｉｎｇｂａｃｋ

介護予防訪問サービ
訪問介護本舗
ス

2776201549 堺市東区

日置荘原寺町４５番地１０

072-288-0077 072-288-0044 株式会社Ｄｅ愛

2776201564 堺市東区

日置荘原寺町４６－２
ンセ１０１号室

072-205-4094 072-321-3379 株式会社Ｎｅｅｒｏ

堺

であい

介護予防訪問サービ
つくしケアセンター
ス

堺グラ

介護予防訪問サービ
つるぎ荘ヘルパーステーション 2770101687 堺市東区
ス

日置荘田中町１４３番地１

072-286-2828 072-286-6868 社会福祉法人そうび会

介護予防訪問サービ ヘルパーステーション
ス
ウェイ

2776201341 堺市東区

日置荘田中町２８５番３

072-323-2221 072-323-2220 株式会社マイウェイ

2776200772 堺市東区

日置荘西町六丁４１－１８

072-288-6524 072-288-6534 一般社団法人ＣＬＯＶＥＲ

介護予防訪問サービ
ケア２１初芝
ス

2776200798 堺市東区

日置荘西町四丁３６－１３
辺ビル２階

介護予防訪問サービ
華
ス

2776200822 堺市東区

日置荘西町一丁２７番７号

072-285-5911 072-285-5911 合同会社華

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーションえふく
ス

2776201267 堺市東区

日置荘西町四丁３６番１３号
渡辺ビル２０３号

072-349-3457 072-349-3458 アットスリー株式会社

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター初芝
ス

2776201382 堺市東区

日置荘西町四丁１０番２０号
山野ビル１階

072-288-3332 072-285-5222 株式会社ニチイ学館

介護予防訪問サービ
青山ケアセンター野尻
ス

2770103832 堺市東区

野尻町１９２番１７

072-288-0666 072-288-0087 株式会社青山ケアサポート

介護予防訪問サービ
ケアセンター
ス

マイ

あじさい

介護ステーション
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渡

072-287-0821 072-287-1821 株式会社ケア２１

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
ねこの手ケアセンター
ス

2776201200 堺市東区

野尻町２５０番地７６

072-248-6572 072-248-6572 株式会社こよみ

介護予防訪問サービ
らぶ・いきいき介護サービス
ス

2770105373 堺市東区

高松２１番地１８

072-239-6190 072-239-6190 有限会社ｅ－Ｌｉｆｅ

介護予防訪問サービ コスモスヘルパーステーション
2776200350 堺市東区
ス
りーふ

高松１２３番地

072-237-2882 072-235-7775 社会福祉法人コスモス

介護予防訪問サービ
さくら
ス

2776200657 堺市東区

高松４１１番地２１

072-237-0852 072-237-0852 株式会社さくら

介護予防訪問サービ あい・ねっとハマヤヘルパース
2770108856 堺市東区
ス
テーション

丈六１８６番地の９

072-237-2157 072-234-2665 株式会社ハマヤ

介護予防訪問サービ エルケア株式会社エルケア北野
2776200244 堺市東区
ス
田ケアセンター

丈六１８５番地
２号室

072-230-3370 072-230-3371 エルケア株式会社

介護予防訪問サービ
えがお訪問介護ステーション
ス

北野田４７１番地２２

2776200996 堺市東区

鈴木ビル１０

２階

072-349-9716 072-349-9717 株式会社えがお

介護予防訪問サービ ハーモニーヘルパーステーショ
2770100895 堺市東区
ス
ン

南野田３３番地

072-239-0011 072-239-0156 社会福祉法人野田福祉会

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション北野田
ス

2770101679 堺市東区

南野田１２７番地

072-236-0126 072-236-7223

介護予防訪問サービ
兵田病院ホームヘルプサービス 2770106702 堺市東区
ス

西野２５４番地３

072-230-0933 072-230-0833 医療法人恒尚会

介護予防訪問サービ
祥の郷ヘルパーステーション
ス

2776200129 堺市東区

西野１６５番地

072-289-2005 072-289-2006 株式会社アコリット

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター堺登美丘
ス

2776200541 堺市東区

西野４４５番地１
ンスサカタ１Ｆ
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ネオレジデ

大阪みなみ医療福祉生活協同組
合

072-230-1588 072-234-1909 株式会社ニチイ学館

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）
扇屋ビル１階

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
ケア２１北野田
ス

2776201556 堺市東区

西野４２１－３
１号室

介護予防訪問サービ
ケアセンターＵ
ス

2776201580 堺市東区

西野３９６番地２ サンライズ
072-239-5155 072-239-5155 株式会社ＵＮＩＴＥＤ
マンション３０３号室

072-230-3231 072-237-7501 株式会社ケア２１

介護予防訪問サービ 社会福祉士事務所そら訪問介護
2776200079 堺市東区
ス
事業所

大美野１５番地５

072-236-2163 072-236-2063 株式会社そら

介護予防訪問サービ
リンデン
ス

2776200434 堺市東区

大美野３－３
２０１号室

072-349-8203 072-349-8204 株式会社菩提樹

介護予防訪問サービ
ケアセンターまごころ北野田
ス

2776201051 堺市東区

大美野６－５－３０１

072-247-4888 072-247-4889 株式会社ゆきあい

介護予防訪問サービ さくら訪問介護ステーション草
2776200673 堺市東区
ス
尾

草尾１１６６－２

072-230-5652 072-230-5653 ヘルスケアリンク株式会社

介護予防訪問サービ （有）空介護ステーションいろ
2770106611 堺市南区
ス
は

宮山台二丁１番１１号

介護予防訪問サービ
こころ介護支援センター
ス

2770108252 堺市南区

宮山台一丁６番１０号
山台貸店舗Ｂ号

介護予防訪問サービ
ちあ介護サービス
ス

2776401008 堺市南区

宮山台四丁７－５

072-289-5451 072-289-5452 株式会社千愛

介護予防訪問サービ
スクエアひかり支援サービス
ス

2776401404 堺市南区

和田東７７１番地１

072-350-1120 072-350-1119 株式会社光

介護予防訪問サービ スイトピー訪問介護ステーショ
2776401669 堺市南区
ス
ン

和田東１００１－３

072-298-0641 072-298-0642 合同会社Ｋｏｋｏｕｓ

介護予防訪問サービ
タイガケアサポート
ス

和田東２９３番１号
室

2776402006 堺市南区

ＨＡＬＴ大美野
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２Ｆ

072-298-3977 072-298-3978 有限会社空
山楠宮

１０３号

072-293-6559 072-293-6200 有限会社心

072-203-0737 072-203-0737 有限会社ＮＥＷ

ＣＯＬＯＲＳ

令和４年８月１日 現在
事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

あかるい手

2770105555 堺市南区

深阪南１１９番地
ドビル１０１号

介護予防訪問サービ
ゆりかご訪問介護ステーション 2776401545 堺市南区
ス

深阪南１１７番地

介護予防訪問サービ
訪問介護かんな
ス

2776401131 堺市南区

土佐屋台１３３７
泉ヶ丘１０５号室

介護予防訪問サービ
訪問介護事業ほーぷ
ス

2770107841 堺市南区

竹城台三丁４番３号

介護予防訪問サービ
南天ヘルパーステーション
ス

2776401289 堺市南区

竹城台四丁１－１４
ス・キャロー２０１

介護予防訪問サービ
しらゆり介護ステーション
ス

2770106355 堺市南区

豊田５２番地の２

介護予防訪問サービ
誠千ヘルパーステーション
ス

2776400117 堺市南区

豊田１１６９番地
階Ｃ号

介護予防訪問サービ
ケアセンターツツジ
ス

2776401594 堺市南区

豊田１２７２番１号

072-294-3405 072-294-3406 星瑛株式会社

介護予防訪問サービ
オレンジコープ泉ヶ丘
ス

2776400448 堺市南区

三原台一丁２番２号

072-284-6500 072-284-6501 泉南生活協同組合

介護予防訪問サービ ルルポ泉ヶ丘ヘルパーステー
ス
ション

2776401792 堺市南区

三原台一丁２番３号

072-284-1130 072-284-1102 株式会社シーエムエス福祉開発

介護予防訪問サービ ゆーとりあヘルパーステーショ
2776401982 堺市南区
ス
ン

三原台３－１－１４

072-296-5155 072-296-5166 社会福祉法人五常会

介護予防訪問サービ
有限会社希麻楼介護センター
ス

岩室１４３番地１

072-234-6680 072-234-8600 有限会社希麻楼介護センター

サービス種別名
介護予防訪問サービ
訪問介護
ス

2770105589 堺市南区

事業所所在地（町番地）
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ダイヤモン

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-349-6156 072-237-4100 有限会社石井

072-289-5996 072-289-7699 株式会社アトリエ
サンライズ

072-360-4224 072-360-4226 株式会社かんな

072-291-7487 072-289-5995
オフィ

特定非営利活動法人福祉ワー
カーズほーぷ

072-284-2281 072-284-2282 株式会社一歩

072-299-0573 072-299-0573 有限会社しらゆり
土谷ビル２

072-284-0208 072-284-0246 株式会社誠千

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
ケアセンターはるか
ス

2770100853 堺市南区

槇塚台三丁１番２３号

072-293-4195 072-293-4199 株式会社愛のケア工房はるか

介護予防訪問サービ
青山ケアセンター泉ヶ丘
ス

2770106264 堺市南区

槇塚台三丁１番５

072-299-4165 072-296-4133 株式会社青山ケアサポート

介護予防訪問サービ
東輝訪問サービス槇塚台
ス

2776401271 堺市南区

槇塚台二丁１８番１０号

072-284-9651 072-284-9652 東輝株式会社

介護予防訪問サービ
訪問介護ステーションこんごう 2776401842 堺市南区
ス

槇塚台二丁３５番１１号

072-291-0018 072-291-0018 合同会社ＡＷＵＮＮ

介護予防訪問サービ 泉北園百寿荘ホームヘルプサー
2770102420 堺市南区
ス
ビス

茶山台３丁２２番９号

072-296-7935 072-290-1088 社会福祉法人よしみ会

介護予防訪問サービ エスコープ大阪サポートセン
ス
ターケア・ピース

茶山台三丁２２番２－１０９号 072-294-6405 072-294-6425 生活協同組合エスコープ大阪

2776400604 堺市南区

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション和ごころ 2776400620 堺市南区
ス

茶山台三丁２２番２－１０６

072-369-4414 072-369-4421 株式会社マザーハウス

介護予防訪問サービ
栄友社訪問介護センター
ス

若松台二丁１番４－１０７号

072-291-0294 072-291-0295 特定非営利活動法人栄友社

介護予防訪問サービ
ＧＴＬケアサービス泉北泉ヶ丘 2776400257 堺市南区
ス

高倉台三丁２番２号

072-284-2300 072-296-9090 グッドタイムリビング株式会社

介護予防訪問サービ
かいろすケアセンター
ス

2776401024 堺市南区

高倉台二丁８番３１号
室

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション歩歩歩
ス

2776401313 堺市南区

高倉台二丁１１番２２－５１１
072-355-3383 072-355-3383 特定非営利活動法人歩歩歩
号

介護予防訪問サービ
ケア２１堺泉ヶ丘
ス

2776401859 堺市南区

高倉台二丁２４番３３号

2770107502 堺市南区
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南３号

072-284-5300 072-284-5301 株式会社フォーティオン

072-299-3221 072-299-3231 株式会社ケア２１

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

介護予防訪問サービ 訪問介護サービス
ス
堺高倉台

イーライフ

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776401966 堺市南区

高倉台２丁３９－７－１

072-294-5070 072-294-5061 株式会社ウィザスイーライフ

介護予防訪問サービ
株式会社泉北介護センター
ス

2770100176 堺市南区

片蔵１４４９番３４３

072-298-9639 072-298-9640 株式会社泉北介護センター

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーションつばめ
ス

2776400869 堺市南区

片蔵１４４９番地３４３

072-289-5561 072-298-1810 株式会社ケアセンターつばめ

介護予防訪問サービ
たちばな介護サービス
ス

2776400166 堺市南区

釜室９２８番地８

072-295-8808 072-294-8008

介護予防訪問サービ 槇塚荘ホームヘルパーステー
ス
ション

2770101133 堺市南区

逆瀬川１０３８番地２

072-291-0920 072-291-9679 社会福祉法人上神谷福祉会

介護予防訪問サービ
パル介護センター
ス

2776400240 堺市南区

鉢ヶ峯寺１０３番地９５

072-294-3770 072-294-3771 有限会社パル

介護予防訪問サービ
プラスケア
ス

2776400190 堺市南区

富蔵２６９９番地２

072-284-2277 072-284-2288 株式会社南リベラル

介護予防訪問サービ
青空介護センター
ス

2776400588 堺市南区

富蔵２２４番地

072-284-0015 072-284-0016 合同会社蒼

介護予防訪問サービ
訪問介護ネットワークゆう
ス

2770101000 堺市南区

庭代台一丁３１番１号

072-291-6246 072-291-6240

介護予防訪問サービ
千友介護サービスステーション 2770104400 堺市南区
ス

庭代台二丁３番３号

072-297-6974 072-297-7130 有限会社サン・ベステム

介護予防訪問サービ
介護センターロハスさかい
ス

2776401891 堺市南区

庭代台二丁９番６号

072-288-4937 072-288-4938 株式会社ＬＯＨＡＳ

介護予防訪問サービ
延命荘訪問介護センター
ス

2770102404 堺市南区

御池台五丁２番６号

072-297-5342 072-296-2568 社会福祉法人さつき会
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株式会社エンタプライズワイエ
スオー

特定非営利活動法人ネットワー
クゆう

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
花見月
ス

2776400901 堺市南区

御池台一丁３４番６号

072-299-9523 072-299-9523 特定非営利活動法人希望

介護予防訪問サービ
故郷訪問介護ステーション
ス

2776401826 堺市南区

御池台四丁７番地２

072-248-5165 072-248-5165 株式会社永愛

介護予防訪問サービ
生活支援サービスたんぽぽ
ス

2770105944 堺市南区

城山台二丁２番１７号

072-294-0270 072-294-0277

有限会社生活支援サービスたん
ぽぽ

介護予防訪問サービ
さくらそう堺南
ス

2776401719 堺市南区

城山台二丁２番３号

072-295-2055 072-295-2056

株式会社日本エルダリーケア
サービス

介護予防訪問サービ
ハートフルサンク
ス

2770101570 堺市南区

桃山台三丁１番３号

072-298-2871 072-295-8802 株式会社ハートフルサンク

介護予防訪問サービ
介護センター
ス

2776401651 堺市南区

桃山台二丁３番４号

072-350-0062 072-350-0062 有限会社ショウキ

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター栂美木多
ス

2776401750 堺市南区

桃山台二丁３－４
桃山Ⅱ Ｂ１０２

072-295-8320 072-299-7120 株式会社ニチイ学館

介護予防訪問サービ
訪問介護あいぷらん
ス

2776401917 堺市南区

桃山台二丁１５番５

072-284-2006 072-284-2007 株式会社うるま

介護予防訪問サービ
特定非営利活動法人せかんど
ス

2770101422 堺市南区

檜尾３０９３－７

072-260-1294 072-260-1295 特定非営利活動法人せかんど

介護予防訪問サービ
ヘルパー故郷の家
ス

2770103006 堺市南区

檜尾３３６０番地１２

072-271-0881 072-271-5474 社会福祉法人こころの家族

介護予防訪問サービ
介護センターねくさす
ス

2776400679 堺市南区

新檜尾台三丁６番９号

2776401115 堺市南区

赤坂台二丁５番７号

こもれび

介護予防訪問サービ 訪問介護ステーション
ス
バルケア

グロー
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ツインビル

２階

２階

072-369-4780 072-369-4781 ＮｅｘｕｓＯｎｅ株式会社

072-220-4073 072-220-4073 株式会社グローバルケア

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション光の泉
ス

2770107692 堺市南区

大森１９８番の１

072-295-8871 072-295-8872 株式会社ケア・イノベーション

介護予防訪問サービ エスコープ大阪サポートセン
ス
ター泉北

2770101257 堺市南区

小代７２７番地

072-293-4640 072-341-0022 生活協同組合エスコープ大阪

介護予防訪問サービ
やすらぎの介護シャローム泉北 2770105332 堺市南区
ス

大庭寺２４９－１

072-295-0080 072-284-2148 シャローム株式会社

介護予防訪問サービ
ねね訪問介護事業所
ス

2776400570 堺市南区

野々井２６０番地１
０２号

介護予防訪問サービ
ケアセンターあおい
ス

072-369-4106 072-369-4107

特定非営利活動法人関西介護職
研究所

2776600385 堺市美原区 黒山１５２－２６

072-361-6002 072-361-6003

特定非営利活動法人ワークサ
ポートひまわり

介護予防訪問サービ
美原荘訪問介護事業所
ス

2770107239 堺市美原区 平尾５９５番１

072-363-1143 072-363-1154

社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

介護予防訪問サービ
スイート介護センター美原
ス

2776600542 堺市美原区

平尾２４４７－１
仲本２０３号

辻ビル１

ヴィハーラ

072-247-5371 072-247-5372 株式会社シルバーシダー

介護予防訪問サービ 有限会社ケアノブ訪問介護事業
2770107221 堺市美原区 さつき野東一丁目１番７号
ス
部さつき野事業所

072-369-1955 072-369-1888 有限会社ケアノブ

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーションてんじゅ 2776600088 堺市美原区 さつき野東一丁目５番１
ス

072-363-5755 072-363-5756 社会福祉法人天寿会

介護予防訪問サービ
つぶらヘルパーステーション
ス

2770107379 堺市美原区 北余部４５番地の７

072-369-3588 072-369-3589 有限会社つぶら

介護予防訪問サービ
けあぷらざ
ス

2776600393 堺市美原区 北余部４５－５

072-361-2622 072-289-5199 株式会社ｐｒｕｎｅｌｌｅ

2770108831 堺市美原区 今井４４８－１

072-361-8828 072-361-0885 有限会社アーカイブジャパン

つむぎ

介護予防訪問サービ
まごの手訪問介護事業所
ス
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション絆
ス

事業所所在地（町番地）

菩提 2776600427 堺市美原区 菩提３０番地５

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-349-3571 072-349-3573 株式会社絆

介護予防訪問サービ
アップケア訪問介護サービス
ス

2776600229 堺市美原区 小寺６９番地８

072-284-7034 072-284-7134 株式会社ウェルリーフ

介護予防訪問サービ
まごころ介護
ス

2776600260 堺市美原区 小寺６３番地１

072-369-0303 072-369-0304 株式会社さくら

さくら

介護予防訪問サービ
介護ステーションにこ
ス

常磐町三丁１１－７ コン
フォートトキワ２０４号

072-256-3340 072-256-3341 合資会社Ａｚ

介護予防訪問サービ
ケアセンターフォーユー北花田 2776501708 堺市北区
ス

北花田町二丁１９６－１

072-240-1407 072-240-1408 株式会社フォーユー

介護予防訪問サービ
アイ・アール
ス

2776502615 堺市北区

北花田町二丁２３２番地４

072-247-8005 072-247-8510 株式会社ＦＡＭＩＬＹ

介護予防訪問サービ
訪問介護ルグラン北花田
ス

2776502912 堺市北区

北花田町三丁２２番地９

072-246-9916 072-246-9917 株式会社サンテ

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーションえみ
ス

2770105712 堺市北区

蔵前町三丁１２番５３号

072-240-7878 072-240-7879 有限会社イナフケア

介護予防訪問サービ
なないろ介護センター
ス

2776500783 堺市北区

蔵前町一丁７番１１号
ビル２０３号

072-251-0256 072-251-0275 株式会社Ｗｏｏｄ

介護予防訪問サービ
スマイル
ス

2776502342 堺市北区

蔵前町二丁１６番３２号 ス
一般社団法人サンフラワーさか
テージ村田１０、２階２０１号 072-256-4984 072-256-4336
い
室

2776502540 堺市北区

金岡Ｅ

介護予防訪問サービ ヘルパーステーションひまわり
2776502466 堺市北区
ス
の家 蔵前

蔵前町二丁１６番１２号

072-275-6910 072-275-6915 社会福祉法人ひまわり会

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション華表
ス

宮本町７８番地

072-250-7780 072-250-7780 有限会社ワイケープランニング

2776500510 堺市北区
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ エルケア株式会社エルケア堺ケ
2776500288 堺市北区
ス
アセンター

奥本町一丁２８５番地
タ北花田１階

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーションあさか
ス

2776500304 堺市北区

奥本町二丁４番地１

072-240-3980 072-259-0078 西村総合介護サービス株式会社

介護予防訪問サービ
ケアセンターなのはな
ス

2776500478 堺市北区

奥本町二丁４番地１

072-240-0115 072-240-0116 株式会社聖

2776502045 堺市北区

奥本町一丁４３
２０３号

072-257-6055 072-257-6056 寿ケア株式会社

介護予防訪問サービ
しあわせ倶楽部
ス

2776501492 堺市北区

東浅香山町２－２３４－２

072-254-8810 072-254-8830 株式会社Ｋサーブカンパニー

介護予防訪問サービ
一樹訪問介護
ス

2776501807 堺市北区

東浅香山町一丁２２７番地１

072-255-2208 072-254-0806 株式会社一樹

介護予防訪問サービ 晴れる家３号館ヘルパーステー
2776501989 堺市北区
ス
ション

東浅香山町二丁３３４

072-258-8868 072-258-8866 シャローム株式会社

介護予防訪問サービ
アソシエイト堺
ス

東浅香山町一丁１５番３号

072-253-5511 072-253-5513 合同会社アソシエイト

介護予防訪問サービ ヘルパーステーションブレス南
2770101638 堺市北区
ス
花田

南花田町５３０番地

072-256-2800 072-256-2801 社会福祉法人宝生会

介護予防訪問サービ
はうすあがぺぇ
ス

2776501666 堺市北区

南花田町８１番地１ ウッズ
アーバンビル２０５号室

072-247-8783 072-247-8784

2776501963 堺市北区

南花田町４６－２
ハイツ１０１号室

072-203-5001 072-203-5002 株式会社楓

介護予防訪問サービ ヘルパーステーション
ス
さかい

介護予防訪問サービ
訪問介護事業所
ス

一会

2776502367 堺市北区

楓

介護予防訪問サービ やすらぎの介護シャローム新金
2770106066 堺市北区
ス
岡

アビス

事業所TEL

ＨＩＳ北花田

南花田ＴＫ

新金岡町一丁３番３３号
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072-240-3630 072-240-3631 エルケア株式会社

アガペー訪問介護センター株式
会社

072-240-5511 072-240-5533 シャローム株式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
いずみ会ケアサービス
ス

2776500460 堺市北区

新金岡町一丁３番２５号

072-258-0150 072-249-0889

介護予防訪問サービ
笑顔介護センター新金岡
ス

2776500858 堺市北区

新金岡町五丁４－１０３

072-242-8631 072-242-8632 株式会社リンクアップ

介護予防訪問サービ コスモスヘルパーステーション
2776501401 堺市北区
ス
ほくぶ

新金岡町五丁４番１０４号

072-275-5450 072-246-9902 社会福祉法人コスモス

介護予防訪問サービ
アムールケア
ス

2776501609 堺市北区

新金岡町五丁３－１２５
ビル２０３号

辻野

072-240-1820 072-240-1821 合同会社アムール

2776502219 堺市北区

新金岡町５－８－３２７
住宅南東２号

村田

介護予防訪問サービ
あずさケアステーション
ス

2776502276 堺市北区

新金岡町五丁６－１０４

072-256-0023 072-256-0025 合同会社ｎｉｃｏｍ

介護予防訪問サービ
介護センターあい
ス

2776502318 堺市北区

新金岡町５－５－１１３

072-247-7907 072-247-7957 ライズ・コアシステム株式会社

介護予防訪問サービ
スタートアップ訪問介護
ス

2776503035 堺市北区

新金岡町三丁４番５号

072-246-3180 072-246-3181 スタートアップ合同会社

介護予防訪問サービ
なでしこ介護サービスセンター 2770104517 堺市北区
ス

金岡町８６５番地

072-250-0252 072-253-0288 有限会社ラスカル

介護予防訪問サービ
ＶＩＶＯケアチーム
ス

2770106058 堺市北区

金岡町２４４８番地

072-259-1967 072-259-1966 有限会社ＶＩＶＯ

介護予防訪問サービ
すまいるはあと
ス

2776500882 堺市北区

金岡町５４９番地
階

072-242-6643 072-242-6653 有限会社Ｍａｎｎａ

介護予防訪問サービ
ケアセンターかなおか
ス

2776500890 堺市北区

金岡町１５６６番地７ マン
ション安芸津１０５号室

介護予防訪問サービ 訪問介護ステーション
ス
んま

あかま
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西川ビル２

特定非営利活動法人介護支援倶
楽部いずみ会

072-255-2010 072-256-4646 特定非営利活動法人とも

072-267-4726 072-267-4736 株式会社いずみ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
アスモ介護サービスなかもず
ス

2776501328 堺市北区

金岡町３０３４－２１

072-251-7800 072-251-7820 株式会社アスモ介護サービス

介護予防訪問サービ
ライフサポート奏
ス

2776501542 堺市北区

金岡町１９８８番地 寿マン
ションⅡ号館２０５号

072-247-9774 072-247-9775

介護予防訪問サービ
千晴訪問介護サービス
ス

2776501898 堺市北区

金岡町２２０３番地

072-275-9917 072-275-9917 株式会社香川

介護予防訪問サービ
ケアセンター
ス

2776502136 堺市北区

金岡町２３０５－１

072-259-1010 072-259-1020 合同会社匡

2776502169 堺市北区

金岡町２２１６－１

072-252-6663 072-252-5554 株式会社サムズアップ

金岡町２４２９
０２号

072-240-0870 072-240-0875 合同会社きずなケア

くるり

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション雅
ス
介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション
ス

オハナ 2776502326 堺市北区

セピア金岡１

2776502458 堺市北区

金岡町１６３８番地２
イツＡ１０２号室

介護予防訪問サービ
ケア２１なかもず
ス

2770103659 堺市北区

中百舌鳥町六丁８１６番地
ム・エフ・ジィビル２階

介護予防訪問サービ
ハートステーション
ス

2776500353 堺市北区

中百舌鳥町四丁２０１番１号
カリエ中もず１０５号

介護予防訪問サービ
介護ステーション中もず
ス

2776500759 堺市北区

中百舌鳥町六丁９９８番地の３
072-254-7800 072-254-7801 特定非営利活動法人陽光会
１０５号

介護予防訪問サービ
ほっぺ訪問介護
ス

2776502623 堺市北区

中百舌鳥町六丁１０３８－３０ 072-269-4167 072-269-4230 ほっぺ訪問介護合同会社

Ｒｅ

介護予防訪問サービ
訪問介護セルフ
ス

介護予防訪問サービ ヘルパースクエアくらんなかも
2776502938 堺市北区
ス
ず

徳永ハ

合同会社Ｔｒｉｎｉｔｙ
‐Ｃｒｅａｔｅ

エ

072-350-3820 072-350-3861 合同会社セルフ

072-240-6135 072-240-6136 株式会社ケア２１

072-240-8850 072-240-8860 株式会社あいプラスケア

中百舌鳥町六丁１０４０－２４
ロイヤルカーサ１番館２０１号 072-283-8695 072-283-8695 合同会社エエよん
室
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ グレースケアサービス堺ケアセ
2776502953 堺市北区
ス
ンター

中百舌鳥町六丁１０４０番地２
072-290-7933 072-290-7988 株式会社グレースケアサービス
８ エム２階２０１号

介護予防訪問サービ 株式会社大阪メディカル介護セ
2776500064 堺市北区
ス
ンター

黒土町３００２番地１１

072-240-0710 072-240-0877

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンターなかもず
ス

2770102214 堺市北区

長曽根町３０２１番地５

072-240-1016 072-240-1017 株式会社ニチイ学館

介護予防訪問サービ
あいおいケアセンター
ス

2770103725 堺市北区

長曽根町３００３番地４

072-256-6777 072-256-6778 株式会社ネクステージ

介護予防訪問サービ
あいワーク有限会社
ス

2776500486 堺市北区

長曽根町３０４７－１０

072-253-6368 072-323-0078 あいワーク有限会社

介護予防訪問サービ
ニチイケアセンター新金岡
ス

2776500650 堺市北区

長曽根町３０６９番地５
ビル２階

介護予防訪問サービ
株式会社凜
ス

2776500999 堺市北区

長曽根町１６２０－１４

072-246-5030 072-246-5040 株式会社凜

介護予防訪問サービ 訪問介護ステーションナービス
2776501948 堺市北区
ス
堺

長曽根町３０８２－５ エン
ジェルズ・アイ３０１号室

072-260-4190 072-260-4191 株式会社かんでんジョイライフ

介護予防訪問サービ
ケアステーション
ス

長曽根町１３０番地４２ さか
い新事業創造センターＳ－Ｃｕ 072-247-9446 072-247-9447 株式会社ライトヴィジョン
ｂｅ ３２０号室

ロコ

2776502565 堺市北区

中嶋

株式会社大阪メディカル介護セ
ンター

072-240-3211 072-255-3334 株式会社ニチイ学館

介護予防訪問サービ アワハウスホームヘルプサービ
2776502805 堺市北区
ス
ス大阪南

長曽根町３番地 シュライクク
072-246-9241 072-246-9242 株式会社アワハウス
リエイティブセンター２０２号

介護予防訪問サービ
ビジットケア堺
ス

長曽根町２９
もず８０５

2776503258 堺市北区

介護予防訪問サービ 介護支援センター茶の木堺ヘル
2776500171 堺市北区
ス
パーステーション

シュライクなか

072-269-4862 072-269-4862 みんなのシェアハウス株式会社

百舌鳥梅北町三丁１２５番地１
072-240-1356 072-240-1376 有限会社茶の木
６２
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
きずな百舌鳥介護所
ス

2776500809 堺市北区

百舌鳥梅北町四丁１７５番地の
３ ルミエール梅北マンション 072-251-7177 072-251-7178 株式会社カイゴス
１階

介護予防訪問サービ
ケアバンビ
ス

2776500957 堺市北区

百舌鳥梅北町四丁２２３番地

介護予防訪問サービ
かのん介護サービス
ス

2776501153 堺市北区

百舌鳥梅北町４丁１５５番１号
072-258-6511 072-258-6522 かのん株式会社
アルページュⅢ１０１号

介護予防訪問サービ
みっくす訪問介護
ス

2776501484 堺市北区

百舌鳥梅北町五丁２５６

072-350-6876 072-350-9707 ＲＡＳ合同会社

介護予防訪問サービ
さくらそう堺
ス

2776502755 堺市北区

百舌鳥梅北町四丁１９７

072-240-8088 072-252-7004

株式会社日本エルダリーケア
サービス

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーションふわり
ス

2770107684 堺市北区

百舌鳥梅町３丁２７－２

072-255-9920 072-205-9925

特定非営利活動法人ソーシャル
ハウスさかい

介護予防訪問サービ
ケアステーションあいらぶ
ス

2776500122 堺市北区

百舌鳥梅町一丁１９番６号

072-259-2323 072-259-4800 特定非営利活動法人あいらぶ

介護予防訪問サービ
チアフル訪問介護センター
ス

2776500379 堺市北区

百舌鳥梅町三丁２４－７
ビル２０２号

072-240-3773 072-240-3776 有限会社ゆらり

介護予防訪問サービ
アミカなかもず介護センター
ス

2776500635 堺市北区

百舌鳥梅町三丁目４番７号
ハイツ３号

介護予防訪問サービ
あずきかいごさーびす
ス

2776502334 堺市北区

百舌鳥梅町一丁１６－２－１０
株式会社はるかコーポレーショ
072-205-5273 072-205-5274
１
ン

072-252-7505 072-252-7504 株式会社ＶＡＧＯ

ＮＳ

介護予防訪問サービ はるのヘルパーステーション中
2776502516 堺市北区
ス
百舌鳥

百舌鳥梅町三丁３０番２号
ＨＡＮＡ中百舌鳥

介護予防訪問サービ
べーる（ＢＥＥＲ）
ス

百舌鳥梅町三丁４９番２８号

豊

2776502714 堺市北区

68 / 264 ページ

Ｏ

072-240-0400 072-240-0444 ＡＬＳＯＫ介護株式会社

072-240-1636 072-240-1637 社会福祉法人天照会

080-3573-0600 072-931-0660 株式会社シックスボックス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ リンク訪問介護ステーションな
2776503282 堺市北区
ス
かもず

百舌鳥梅町三丁２８－１７

072-200-2884 072-254-5020 ヘルスケアリンク株式会社

介護予防訪問サービ
ファミリーケアステーション
ス

2770103329 堺市北区

百舌鳥西之町三丁５２９番地

072-250-2776 072-250-2968 株式会社Ｔ・Ｄｒｅａｍｓ

介護予防訪問サービ
イクサスケアセンター
ス

2776501740 堺市北区

百舌鳥西之町三丁５４６番地２
072-249-6831 072-249-6831 トラスト総合福祉合同会社
０２号室

介護予防訪問サービ
訪問介護とも
ス

2776502524 堺市北区

百舌鳥陵南町三丁１３番地
ビル３Ｆ Ｂ号室

介護予防訪問サービ
くすの樹ケアサポート
ス

2776500791 堺市北区

百舌鳥本町一丁６７番地１０
メゾンパークス百舌鳥１０２号 072-242-8238 072-242-8239 合同会社くすの樹
室

介護予防訪問サービ
じゅん訪問介護センター
ス

2776503050 堺市北区

百舌鳥本町三丁５３８番地５７ 072-240-2810 072-240-2820 有限会社じゅん

乾

072-279-2805 072-279-2806 一般社団法人ハナミズキ

介護予防訪問サービ
感謝の杜ヘルパーステーション 2770102438 堺市北区
ス

百舌鳥赤畑町一丁３３番地１

介護予防訪問サービ
介護ステーションオルゴール
ス

百舌鳥赤畑町四丁２２０番地５ 072-259-1545 072-253-6716 株式会社桂木屋

2770108815 堺市北区

072-250-9040 072-240-2521 有限会社トムス

介護予防訪問サービ グローバルケア百舌鳥ヘルパー
2776502581 堺市北区
ス
ステーション

百舌鳥赤畑町三丁１２３番地２
072-240-0101 072-240-0099 株式会社グローバルケア
グローバルケア百舌鳥１Ｆ

介護予防訪問サービ
セカンド三国ヶ丘
ス

2776503126 堺市北区

百舌鳥赤畑町二丁４７番地
ＷＥＬＬ三国１０１号室

Ｄ

介護予防訪問サービ
栄友社訪問介護ほのか
ス

2776503233 堺市北区

百舌鳥赤畑町一丁８番地４
国ヶ丘ビル２０２

三

介護予防訪問サービ アニストヘルパーステーション
2776502656 堺市北区
ス
堺北

東雲東町四丁１番２７
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072-202-1294 072-202-1295

一般社団法人Ｋｅｅｐ
ｌｉｎｇ

072-242-6401 072-242-6403 有限会社栄友社

072-242-6143 072-242-6144 株式会社アニスト

Ｓｍｉ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問サービ
ライフケアサービス
ス

2776502904 堺市北区

東雲東町四丁２－２

介護予防訪問サービ
ケアートップ
ス

2776502821 堺市北区

大豆塚町二丁１７番地３
ビハイツⅠ１０７号

レザ

介護予防訪問サービ
ベストライフ
ス

2776502888 堺市北区

大豆塚町二丁１７番地３
ビハイツＩ１０５号

レザ

スマイル８

2776500346 堺市北区

北長尾町六丁４番１７号

介護予防訪問サービ
ヘルパーステーション福ろ
ス

2770103121 堺市北区

中長尾町二丁４番２２号 金岡
グリーンハウス西棟 １０１号 072-254-8296 072-254-8358 有限会社福ろ
室

介護予防訪問サービ
ななつ星介護サービス
ス

2776502649 堺市北区

中長尾町二丁３番２２号

072-253-8887 072-253-8889 株式会社ななつ星

介護予防訪問サービ
一休
ス

2776502961 堺市北区

南長尾町一丁２番３１号２階

072-240-2750 072-240-2751 社会福祉法人ラポール会

2776003390 堺市堺区

南田出井町二丁３番１号

072-275-7319 072-275-7519 株式会社ヒューマン・ライフ

地域密着型通所介護 たいよう浅香山

2770108260 堺市堺区

今池町一丁３番２１号

072-232-4137 072-226-1332 有限会社たいよう

地域密着型通所介護 たいようの家デイサービス

2776002210 堺市堺区

今池町一丁３番２２号

072-232-4137 072-232-4169 有限会社たいよう

地域密着型通所介護 らびっとカフェデイサービス

2796000202 堺市堺区

今池町二丁７－７

072-242-7353 072-242-7536 株式会社ラビット

医療法人荒巻会リハビリデイ
サービスあらまき

2776001642 堺市堺区

向陵東町三丁５－２０

072-246-9921 072-246-9931 医療法人荒巻会

介護予防訪問サービ
介護サービス
ス

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護

げんきリハビリデイサービス
方違前店

70 / 264 ページ

072-275-4523 072-275-4524 株式会社ライフステージ

072-242-8391 072-242-8391 株式会社花みずき

072-267-4312 072-267-4313 株式会社ＧＲＩＴ

ＪＡＰＡＮ

072-201-3000 072-201-3500 株式会社スマイル

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2796000293 堺市堺区

向陵東町三丁８－４６

072-267-4875 072-267-4873 クレアーレ合同会社

地域密着型通所介護 デイサービス愛さんさん

2776002186 堺市堺区

榎元町三丁１番２５号

072-350-8883 072-350-8983 株式会社幸裳苑なかを

地域密着型通所介護 茶話本舗デイサービス堺中央

2796000301 堺市堺区

陵西通１－９

072-350-7011 072-227-0155 株式会社ロバスト

地域密着型通所介護 デイサービスさくら

2796000244 堺市堺区

一条通１１－３

072-221-0571 072-221-0572 合同会社さくら

地域密着型通所介護 デイサービスるぴなす

2796000350 堺市堺区

一条通１番２３号

072-267-4410 072-267-4405 はなたば合同会社

2770105910 堺市堺区

翁橋町一丁９番１５号

072-238-4377 072-238-4338 オムニクス株式会社

地域密着型通所介護 デイサービスかがやき

2776002194 堺市堺区

翁橋町一丁９９番地

072-275-5669 072-275-5779 株式会社アキ

地域密着型通所介護 リハカフェ

2776002707 堺市堺区

大仙中町１番７号

072-248-4020 072-248-4020 Ｒｏｏｔ

地域密着型通所介護 アクティブデイサービス堺

2776001303 堺市堺区

緑ヶ丘北町一丁１番地１

072-247-7677 072-247-7688 株式会社アクティブ

地域密着型通所介護 デイサービス

2776002905 堺市堺区

南陵町一丁２番６号

072-280-0830 072-241-7772 社会福祉法人サワリ

2776000479 堺市堺区

石津町三丁１５番５号

072-243-4033 072-243-4030 株式会社みぃ・つー

2796000251 堺市堺区

大仙西町五丁１３４番
ステージ大仙

地域密着型通所介護 デイサービス

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護

らら・しっく

つくしの会デイサービスセン
ター

ピパ

デイサービス・宅老所
つー

地域密着型通所介護 ビーナスプラス御陵通

みぃ・

71 / 264 ページ

ライフ

Ｌａｂｏ株式会社

072-280-5558 072-280-0150 株式会社ビーナス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

地域密着型通所介護 愛らいふデイサービスセンター 2770101505 堺市堺区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-245-3711 072-245-3322 社会福祉法人堺中央共生会

協和町三丁１２８番地１１

地域密着型通所介護 いずみデイセンター

2776002392 堺市堺区

出島海岸通一丁３－１０

地域密着型通所介護 デイサービスいとう

2776000867 堺市堺区

鉄砲町２２番地
Ｆ

地域密着型通所介護 グリーンタウン

2796000343 堺市堺区

緑町一丁４７番地３

072-370-1401 072-370-1586 合同会社ＳＲＣ

地域密着型通所介護 笑若庵デイサービス

2770105654 堺市堺区

神明町東三丁１番３２号

072-223-8017 072-223-8014 有限会社笑若庵

2776000941 堺市堺区

市之町東五丁２番１１号

072-224-5555 072-224-5050 株式会社申光

地域密着型通所介護 エントレリハ

2776002129 堺市堺区

甲斐町東三丁１番１３号

072-222-2666 072-222-2655 株式会社ソフトアップＪ

地域密着型通所介護 デイサービス宿院

2770108930 堺市堺区

宿院町東一丁１番１３号
ビル１階

地域密着型通所介護 せせらぎ優ゆー本舗中之町

2776001857 堺市堺区

中之町西二丁２番地２９

地域密着型通所介護 堺リハビリテーションセンター 2776002715 堺市堺区

中之町西四丁１番２８号
プラザ宿院１０１

地域密着型通所介護 せせらぎ優ゆー本舗宿院

2776000974 堺市堺区

宿院町西三丁１番１３号

072-238-1882 072-238-1883 株式会社せせらぎ

地域密着型通所介護 Ａデイサービス

2776002046 堺市堺区

少林寺町東二丁１番２１号

072-224-6556 072-224-6562 株式会社Ａｐｌａｎｎｉｎｇ

地域密着型通所介護

リハビリデイサービスクロー
バー

72 / 264 ページ

２階 072-280-5566 072-280-5599 株式会社いずみ

川元ハイツ１

田中

072-267-4724 072-267-4724 株式会社伊藤鍼灸整骨院

072-222-6331 072-222-6332 三和機電工業株式会社

072-256-4471 072-256-4472 株式会社せせらぎ
朝日

072-205-5241 072-205-5242 合同会社ＳＲＣ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

地域密着型通所介護 ビーナスプラス御陵前

2796000269 堺市堺区

南半町西三丁１番６－１０１号 072-269-4644 072-269-4755 株式会社ビーナス

地域密着型通所介護 すまいるはあと

2776003127 堺市堺区

大浜中町二丁３番１４
Ｋハイツ１階

2776002053 堺市堺区

大浜南町三丁１番１１号
大浜南町第二３０１号室

2796000327 堺市堺区

海山町三丁１５０番地１

072-222-8080 072-222-8778 社会福祉法人堺福祉会

2776002863 堺市堺区

戎島町一丁５５番地８

072-225-4155 072-225-4156 阪南倉庫株式会社

大浜

地域密着型通所介護 リハビリテーション颯

大浜

地域密着型通所介護 ハートピア堺学び舎

地域密着型通所介護

機能訓練ケアステーション
ヴィンテージクラブ

地域密着型通所介護

老人デイサービスセンター結い
2770102750 堺市西区
の里

ＵＲ

072-238-5861 072-238-5862 有限会社Ｍａｎｎａ

072-225-0501 072-225-0502 有限会社ケアサプライ

浜寺石津町西五丁１１番２１号 072-267-6870 072-267-6860 社会福祉法人コスモス

2796300305 堺市西区

浜寺石津町中二丁６番２８号

072-280-2088 072-280-2089 株式会社誓歯会

2796300388 堺市西区

浜寺石津町中三丁３－１７

072-247-7961 072-247-7962 泉州ケアサービス株式会社

2776301042 堺市西区

浜寺石津町東四丁２番８号
アークリム１０２号室

072-280-5711 072-280-5712 有限会社ケアサプライ

指定通所介護エテルノスポーツ
2776300176 堺市西区
浜寺

浜寺元町一丁１２０番地１

072-267-1522 072-267-1508 株式会社セルビス

地域密着型通所介護 あいあい浜寺

地域密着型通所介護 だんらんの家

浜寺石津

地域密着型通所介護 リハビリテーション颯

地域密着型通所介護

大浜Ｔ

地域密着型通所介護 絣

2796300297 堺市西区

浜寺南町二丁２８１番地１２

072-370-1167 072-370-1167 一般社団法人浜寺の輪

地域密着型通所介護 いきいきデイサービス浜寺

2796300487 堺市西区

浜寺南町三丁２番地３

072-247-9810 072-247-9820 株式会社白寿会
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

法人名

地域密着型通所介護 茶話本舗デイサービス上野芝

2796300438 堺市西区

上野芝向ヶ丘町５－５－５

072-320-5866 072-278-1770 株式会社ロバスト

地域密着型通所介護 デイスクール双修

2776301018 堺市西区

家原寺町一丁８番４１号

072-249-7103 072-271-1300 株式会社双修

地域密着型通所介護 あ湯む入浴特化デイサービス

2796300420 堺市西区

堀上緑町一丁１番６号

072-260-5215 072-260-5216 有限会社いぶきグループ

草部３４１番地

072-271-0008 072-271-0082 社会福祉法人あすなろ会

堺福泉療護園デイサービスセン
2770101810 堺市西区
ター

ザ・

事業所FAX

上野芝町３丁６番地１７
ツウェルブ上野芝

地域密着型通所介護

クロー

事業所TEL

2796300495 堺市西区

地域密着型通所介護

デイサービスセンター
バー

事業所所在地（町番地）

072-246-9115

株式会社アールファム

地域密着型通所介護 ケアサービスはるかぜ

2770107700 堺市西区

草部２３６

072-372-7075 072-372-7053 有限会社はるかぜ

地域密着型通所介護 デイリハケアライフ福泉

2776301356 堺市西区

草部４６５番地１４号

072-271-1370 072-271-1360

ケアライフ・メディカルサプラ
イ株式会社

地域密着型通所介護 オレンジ

2776301844 堺市西区

草部１１１８番地３

072-349-4162 072-349-4164

特定非営利活動法人グリーンレ
スト

草部１５８９－１

072-274-2532 072-274-2533 株式会社ポラリス

地域密着型通所介護 デイサービスセンターけんこう 2776302230 堺市西区

草部８６３番地

072-273-5103 072-271-8071 株式会社ケア・イノベーション

地域密着型通所介護 デイサービスあき

2796300347 堺市西区

草部３７８－３

072-260-5778 072-260-5779 株式会社アキ

地域密着型通所介護 ひとつ屋根の下

2796300479 堺市西区

草部８２０

072-275-0834 072-275-0838 株式会社なないろ

地域密着型通所介護

デイサービス

ポラリスデイサービスセンター
2776301919 堺市西区
草部

草部
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

地域密着型通所介護 デイサービスおはな

2796300412 堺市西区

山田１丁１１６５番地１７

072-271-6205 072-271-6206 合同会社こはる

地域密着型通所介護 せせらぎ健康本舗

2776300309 堺市西区

津久野町三丁３３番地１８

072-269-0222 072-349-7510 株式会社せせらぎ

地域密着型通所介護 早稲田イーライフ堺津久野

2796300396 堺市西区

津久野町三丁３１－１０番地

072-267-0850 072-267-0851 株式会社ウィザスイーライフ

地域密着型通所介護 せせらぎ優ゆー本舗

2776300424 堺市西区

鳳東町二丁１６９番地２

072-260-0220 072-260-0210 株式会社せせらぎ

地域密着型通所介護

リハビリデイサービスｎａｇｏ
2796300321 堺市西区
ｍｉ堺鳳店

鳳東町三丁２５０

072-275-5846 072-275-5847 株式会社Ｓｕｎ－ｙｏｕ

地域密着型通所介護

リハビリデイサービス
鳳

2796300404 堺市西区

鳳東町四丁３８７－１

072-260-1670 072-260-1671 株式会社ティー・エム・ティー

2776301596 堺市西区

鳳西町三丁１２－５

072-263-0834 072-263-0835 株式会社なないろ

鳳中町十丁７番１４号

072-267-1414 072-267-1415 株式会社ＢＵＤＤＹ

2776302073 堺市西区

鳳北町十丁７番

072-262-0006 072-262-0056 社会医療法人ペガサス

学園町

2776102267 堺市中区

学園町３番地１

072-230-0834 072-230-0835 株式会社なないろ

地域密着型通所介護 デイサービスことばの泉

2776100782 堺市中区

新家町３４９番地８

072-290-7870 072-290-7871 ことばの泉有限会社

地域密着型通所介護 ビーナスプラス大野芝

2796100226 堺市中区

大野芝町２０６番地６

072-284-9731 072-284-9740 株式会社ビーナス

地域密着型通所介護 ひとつ屋根の下

ハピエ

鳳

地域密着型通所介護 リハビリデイサービスビタミン 2776300986 堺市西区

地域密着型通所介護

ペガサスレスパイトケアセン
ター

地域密着型通所介護 ひとつ屋根の下
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

地域密着型通所介護 デイサービス

カリーニョ

地域密着型通所介護 デイサービスセンターなの花

地域密着型通所介護

デイサービスセンター
フィーロ

地域密着型通所介護 癒処

地域密着型通所介護

セ

陶里夢

デイサービスセンター
う陶器北

地域密着型通所介護 デイサービス

けんこ

結和の家

地域密着型通所介護 レコードブック堺深井

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2796100184 堺市中区

深井沢町３１３０番２

072-370-1003 072-370-1004 株式会社カリーニョ

2776101301 堺市中区

土師町一丁１２番２５号

072-276-0256 072-276-0258 有限会社ＫＡＴＥ

2776100360 堺市中区

福田３４６番地５

072-236-5886 072-236-5876

2796100325 堺市中区

福田５４１番５

072-230-5000 072-230-5077 社会福祉法人幸雪会

2796100317 堺市中区

陶器北６９３番地４号

072-236-1115 072-236-1115 株式会社幸寿

2796100291 堺市中区

東山７６０番地４

072-350-2477 072-350-2477 株式会社ＤａｎｄｅＬｉｏｎ

2796100218 堺市中区

深井畑山町３３５－１

072-267-4578 072-267-4579 株式会社ラクシア

地域密着型通所介護 もりの木デイサービスセンター 2776101152 堺市中区

社会福祉法人エージングライフ
福祉会

深阪一丁１３番８３－１０８号 072-320-3527 072-320-3526 有限会社もりの木

地域密着型通所介護 ビーナスプラス深阪

2776101905 堺市中区

深阪二丁１６番５９号

072-289-8586 072-289-8747 株式会社ビーナス

地域密着型通所介護 あゆむリハビリデイサービス

2776101103 堺市中区

八田西町三丁５番４９号

072-279-1184 072-275-4415 有限会社いぶきグループ

地域密着型通所介護 せせらぎ優ゆーＳＰＡ八田

2776101244 堺市中区

八田西町二丁４番地８

072-275-9957 072-275-9958 株式会社せせらぎ

エルケア株式会社デイサービス
2776100501 堺市中区
上野芝

深井中町８９７番地１
階

地域密着型通所介護
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地下１

072-276-3006 072-276-3007 エルケア株式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名
Ｓ－ＯＮＥデイサービスセン
ター深井

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776101798 堺市中区

深井中町３２８０

072-320-8538 072-320-8538 有限会社ＡＹＡＮＯ

2776103521 堺市中区

深井中町５７９－３

072-275-7440 072-275-8158 株式会社朋友会

リハっするデイサービスセン
ター

2776101848 堺市中区

深井清水町１７９７－１－１０ 072-278-6402 072-278-6403 有限会社在宅ケアのリハっする

地域密着型通所介護 デイサービスカリーニョ２号

2796100200 堺市中区

深井清水町３５６５

072-270-6601 072-270-6602 株式会社カリーニョ

地域密着型通所介護 デイサービス

2796100275 堺市中区

深井清水町４０２２－２

072-242-3990 072-242-3991 リトアス株式会社

地域密着型通所介護 フィットネスデイさくらんぼ

2776101897 堺市中区

宮園町２番１２号
階１０１号

072-276-1539 072-276-1540 株式会社悠美

地域密着型通所介護 アクティブデイサービス泉北

2776101343 堺市中区

東八田４０－１

072-275-8652 072-275-8653 株式会社アクティブ

メディカルリハビリテーション
2796100267 堺市中区
だんない

小阪７１１－５

072-270-5511 072-270-5522 株式会社だんない

072-250-2615 072-258-6820 社会福祉法人啓真会

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護 朋友デイサービス

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護

ワタシバ

第１ビル１

地域密着型通所介護 出屋敷デイサービスセンター

2776200467 堺市東区

八下町一丁１２７番地１

地域密着型通所介護 リハビリデイサービスまさき

2776200277 堺市東区

日置荘原寺町１０８番地５
リーム荻天１階

地域密着型通所介護 らぶ・いきいきデイサービス

2776200368 堺市東区

日置荘田中町２９４番地

072-287-5750 072-287-5750 有限会社ｅ－Ｌｉｆｅ

地域密着型通所介護 いちごいちえ堺初芝

2796200224 堺市東区

日置荘西町２丁３０－１

072-349-3860 072-349-3861 一般社団法人いちごいちえ
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ド

072-290-7520 072-288-5152 株式会社正木

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

地域密着型通所介護

ひだまりデイサービスセンター
2776200871 堺市東区
高松

高松２２７－１

072-236-0500 072-236-0502 株式会社菩提樹

地域密着型通所介護

リハビリセンター
ア 北野田

2776200301 堺市東区

丈六１９７番地１０

072-239-3225 072-239-3226 株式会社ライフハンド

地域密着型通所介護

あい・ねっとハマヤデイサービ
2776200319 堺市東区
スセンター

丈六１８６番地の９

072-237-2157 072-234-2665 株式会社ハマヤ

072-234-6170 072-234-6171 株式会社ウィザスイーライフ

ステップケ

地域密着型通所介護 早稲田イーライフ堺北野田

2796200133 堺市東区

北野田５１６－３

地域密着型通所介護 レコードブック北野田

2796200125 堺市東区

西野５０６番２の１
かた

地域密着型通所介護 デイサービスほたるの夢

2776200715 堺市東区

大美野１６２－１０５

072-236-4165 072-320-0065 株式会社エコ・ドリーム

地域密着型通所介護 デイサービス

2796200141 堺市東区

大美野２２番地２
美野１階

072-235-0065 072-235-0065 医療法人和昇会

大美野倶楽部

地域密着型通所介護 デイサービスすみれの家大美野 2796200208 堺市東区

コーポさ

テラピア大

072-360-4274 072-360-4275

フューチャーケアパートナー株
式会社

大美野９１番地２２

072-234-8841 072-234-8841 株式会社メディカルケア堺

2796200174 堺市東区

草尾５３９－２

072-230-0737 072-230-0738 株式会社暖人

地域密着型通所介護 デイサービスＵ

2796200216 堺市東区

草尾１４３５番地１

072-235-6700 072-235-6700 株式会社ＵＮＩＴＥＤ

地域密着型通所介護 （有）空デイサービスいろは

2770109037 堺市南区

宮山台二丁１番１１号

072-298-3977 072-298-3978 有限会社空

地域密着型通所介護 結のこころデイサービス

2776400521 堺市南区

和田東７３０番地２

072-293-5415 072-293-5416 有限会社心

地域密着型通所介護 デイサービス

げんきハウス
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

地域密着型通所介護 早稲田イーライフ堺宮山台

2796400170 堺市南区

深阪南３４０番地３

072-234-6590 072-234-6591 株式会社ウィザスイーライフ

地域密着型通所介護 デイサービスほーぷ

2776400976 堺市南区

竹城台三丁４番３号

072-289-5540 072-289-5995

地域密着型通所介護 じゅえる

2796400204 堺市南区

豊田１５３６番１

072-289-8744 072-247-8825 株式会社ジュエル

地域密着型通所介護 リハビリデイサービスはるみ

2776401198 堺市南区

晴美台一丁３０番４号

072-283-8935 072-283-8935 株式会社恵

地域密着型通所介護 デイサービス学び舎はるか

2770108849 堺市南区

槇塚台３丁４５番６号

072-293-7323 072-297-3599 株式会社愛のケア工房はるか

地域密着型通所介護 はるか倶楽部一期一会

2776400539 堺市南区

槇塚台三丁１番２３号

072-293-4194 072-293-4199 株式会社愛のケア工房はるか

地域密着型通所介護 東輝デイサービス

2776401263 堺市南区

槇塚台二丁１８番１０号

072-284-9651 072-284-9652 東輝株式会社

地域密着型通所介護 えーゆーハート

2776401412 堺市南区

槇塚台二丁５番１号

072-289-7234 072-289-7234 特定非営利活動法人栄友社

デイサービス

特定非営利活動法人福祉ワー
カーズほーぷ

地域密着型通所介護

泉北園百寿荘デイサービスセン
2770102446 堺市南区
ター

茶山台三丁２３番２号

072-296-3535 072-290-1088 社会福祉法人よしみ会

地域密着型通所介護

デイサービスセンタースポルト
2776401347 堺市南区
高倉

高倉台三丁３番４号

072-292-3900 072-292-3939 社会福祉法人上神谷福祉会

地域密着型通所介護 デイサービスゆうゆうの家

2776400463 堺市南区

原山台四丁１７番７号

072-205-5586 072-205-5587 株式会社優友

地域密着型通所介護 デイサービスゆうの家

2770103576 堺市南区

庭代台一丁３１番１号

072-291-6276 072-291-6240
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特定非営利活動法人ネットワー
クゆう

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

御池台 2796400188 堺市南区

地域密着型通所介護 リハビリテーション颯

地域密着型通所介護 デイサービス

地域密着型通所介護

Ｏｌｉｖｅ

2776401206 堺市南区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

御池台五丁２番６号

072-294-8686 072-294-8688 社会福祉法人さつき会

城山台二丁２番１６号

072-293-8000 072-293-8006 株式会社Ｎｏａｈ’ｓ

社会福祉法人有人会デイサービ
2776600120 堺市美原区 阿弥４８２番２
スセンター輝峰

Ａｒｋ

072-289-5272 072-289-5273 社会福祉法人有人会

地域密着型通所介護 茶話本舗デイサービス美原

2796600050 堺市美原区 多治井２８１－６

072-361-1065 072-361-1064 株式会社ＭＡＸケアサポート

地域密着型通所介護 デイサービスみき

2796600126 堺市美原区 真福寺９８番６

072-246-9700 072-246-9722 株式会社ウェルケア

地域密着型通所介護 通所介護事業所

2776600161 堺市美原区 青南台二丁目９番２４号

072-294-6170 072-294-6171 株式会社凡

地域密着型通所介護 でぃはうすつぶら

2776600047 堺市美原区 北余部４５番地の７

072-369-3588 072-369-3589 有限会社つぶら

地域密着型通所介護 オハナデイサービス美原

2776600195 堺市美原区 北余部６５８番地１

072-349-8240 072-349-8240 株式会社八重

地域密着型通所介護 デイサービスそらとうみ

2796600100 堺市美原区 今井４５３－１

072-363-2800 072-284-7714 有限会社アーカイブジャパン

地域密着型通所介護 ビーナスプラス大饗

2796600142 堺市美原区 大饗３５３－２

072-349-4301 072-349-4302 株式会社ビーナス

地域密着型通所介護 アップケア美原デイサービス

2796600134 堺市美原区 小寺６９番地８

072-284-7133 072-284-7134 株式会社ウェルリーフ

地域密着型通所介護 いきいきデイサービス北花田

2776501054 堺市北区

凡

北花田町三丁１７番地２６
本ビル１階
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松

072-275-6271 072-275-6272 株式会社白寿会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

2796500185 堺市北区

地域密着型通所介護 デイサービス和み

地域密着型通所介護

デイサービスセンターブレス南
2770101646 堺市北区
花田

事業所所在地（町番地）
蔵前町三丁１２－６０

２Ｆ

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-256-4170 072-256-4170 株式会社Ｍ＆Ｋ

南花田町５３０番地

072-256-2800 072-256-2801 社会福祉法人宝生会
特定非営利活動法人介護支援倶
楽部いずみ会

地域密着型通所介護 いずみ会ケアサービス

2776500460 堺市北区

新金岡町一丁３番２５号

072-258-0150 072-249-0889

地域密着型通所介護 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ

2776501468 堺市北区

金岡町１９６５－１３

072-260-4379 072-260-4380 株式会社介護ＮＥＸＴ

2776501641 堺市北区

金岡町７０４－２

072-257-5900 072-257-5560 有限会社くらしのポスト社

2776501781 堺市北区

黒土町２１７３番地１

地域密着型通所介護 あいおいケアセンター

2770103725 堺市北区

長曽根町３００３番地４

072-256-6779 072-256-6778 株式会社ネクステージ

地域密着型通所介護 デイサービスセルン

2770107007 堺市北区

長曽根町３０６５番地１

特定非営利活動法人ＮＰＯ堺市
072-240-3511 072-240-3555 グループホームシステム研究機
構

地域密着型通所介護 ジョイリハなかもず

2796500177 堺市北区

長曽根町３０３５－１

072-242-8935 072-242-8936

地域密着型通所介護 デイサービス

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護

堺金岡

おもてなし

げんきリハビリデイサービス
本店

いきいきデイサービス労災病院
2796500227 堺市北区
前

５棟１Ｆ

１Ｆ

072-258-0022 072-258-0028 株式会社ヒューマン・ライフ

株式会社キックス・インターナ
ショナル

長曽根町１４６７番１ メディ
072-246-2155 072-246-2156 株式会社白寿会
カルエイトワンビル２０２

地域密着型通所介護 きずな百舌鳥八幡デイサービス 2776501070 堺市北区

百舌鳥梅北町四丁１７５番地の
３ ルミエール梅北マンション 072-240-1300 072-276-4968 株式会社カイゴス
１階

2776501278 堺市北区

百舌鳥梅北町四丁２２８番地１ 072-259-0007 072-259-0039 有限会社須磨企画

地域密着型通所介護 わくわくサロンデイサービス
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名
株式会社ミナスコンテンポラ
リー

地域密着型通所介護 アシストケア中百舌鳥

2776501351 堺市北区

百舌鳥梅町三丁２２番地４号

072-255-6606 072-255-6606

地域密着型通所介護 悠々ハウス

堺なかもず

2776501658 堺市北区

百舌鳥梅町３－２１－２

072-251-7522 072-251-7566 株式会社ベア

地域密着型通所介護 デイサービスうさぎの家

2796500243 堺市北区

百舌鳥梅町一丁１８番４号

072-256-7030 072-256-7040 合同会社ワーム

地域密着型通所介護 Ａ・Ｚリハビリデイ

2796500151 堺市北区

百舌鳥西之町三丁５２９番地

072-250-2768 072-250-2768 株式会社Ｔ・Ｄｒｅａｍｓ

地域密着型通所介護

百舌鳥サンキューリハビリデイ
2796500201 堺市北区
サービス

百舌鳥西之町二丁２２８番地５
072-246-3911 072-246-3915 株式会社ＥＸＰＡＮＤ－ＡＩＤ
号

地域密着型通所介護

デイサービスセンターいきいき
2770105274 堺市北区
サロン

百舌鳥陵南町三丁４番地２

072-281-2880 072-281-6521 有限会社サンヒルズ

地域密着型通所介護

ハピネス陵南デイサービスセン
2770105746 堺市北区
ター

百舌鳥陵南町二丁６６２番地

072-276-1118 072-276-1119 社会福祉法人大阪福祉会

地域密着型通所介護 デイサービスセンターかすがい 2770106249 堺市北区

百舌鳥陵南町一丁９３番地２

072-270-8224 072-270-8224 有限会社かすがい

地域密着型通所介護

ヒューマンライフケア陵南リハ
2776501922 堺市北区
ビリデイサービス

百舌鳥陵南町三丁４２３番地４ 072-276-7111 072-276-7111

地域密着型通所介護

リハビリデイサービスクロー
バー長尾店

2776501336 堺市北区

北長尾町五丁１番１７号

072-240-1100 072-240-1101 株式会社申光

地域密着型通所介護

ササキリハビリステーション
からだ館

2776501435 堺市北区

北長尾町二丁４番７号

072-256-4065 072-256-4065 株式会社ＳＳＫ

2776501344 堺市北区

中長尾町四丁４番１０号
ラ中野 １階

地域密着型通所介護 ビーナスプラス
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ヴィ

株式会社ＵＮＩＯＮ
ＲＥ

072-253-0101 072-253-0400 株式会社ビーナス

ＳＱＵＡ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

居宅介護支援

医療法人淳康会 堺近森病院居
2776002475 堺市堺区
宅介護支援事業所

居宅介護支援

プレモ・ライフデザイン

居宅介護支援

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

北清水町二丁４番１号

072-227-8035 072-227-8038 医療法人淳康会

2776003416 堺市堺区

北清水町二丁２番１８号

072-275-6775 072-268-5715 株式会社プレモ

パラメディカル愛の手

2776000701 堺市堺区

香ヶ丘町四丁１番１５号

072-228-5239 072-228-1521 合資会社パラメディカル

居宅介護支援

泉介護支援センター

2776003507 堺市堺区

香ヶ丘町二丁６番３号

072-224-2871 072-238-5158 ＭＭＲ泉株式会社

居宅介護支援

仁愛ケアサービス

2776003192 堺市堺区

浅香山町二丁４番２４号

072-205-5306 072-205-5316 株式会社仁愛

居宅介護支援

あじさい介護サービス

2776000297 堺市堺区

東雲西町一丁５番１３号
Ｔビル１０１号

居宅介護支援

ケアプランセンター

2776002640 堺市堺区

中田出井町三丁５番９号

072-249-3300 072-249-3330 株式会社ＨＩＲＯ

居宅介護支援

くみのき苑笑寿

2776001915 堺市堺区

北田出井町一丁５－５

072-228-9111 072-228-9665 社会福祉法人ラポール会

居宅介護支援

居宅介護支援センターたいよう 2770100010 堺市堺区

今池町一丁４番１１号

072-232-4137 072-226-1332 有限会社たいよう

居宅介護支援

在宅介護支援センターみあ・
かーさ・居宅介護支援事業所

2770100622 堺市堺区

今池町四丁４番１２号

072-229-9235 072-229-9170 公益財団法人浅香山病院

居宅介護支援

浅香山病院ケアプランセンター 2770100630 堺市堺区

今池町三丁３番１６号

072-229-2348 072-229-2357 公益財団法人浅香山病院

居宅介護支援

かーさ・びあんか居宅介護支援
2776000164 堺市堺区
事業所

今池町四丁４番８号

072-229-6266 072-229-0110 社会福祉法人浅香山記念会

すみれ
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ＦＩ

072-225-3555 072-225-3557 合同会社ピースオブマインド

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

みくにがおかケアプランセン
ター

2776000925 堺市堺区

北三国ヶ丘町一丁２番１４－１
072-201-7881 072-201-7882 三国丘サービス株式会社
号

居宅介護支援

ケアプランセンターここいろ

2776003267 堺市堺区

北三国ヶ丘町五丁４番５号
和ビル２０１

居宅介護支援

フェリーチェ けやき通り
アプランセンター

ケ

2776003663 堺市堺区

北三国ヶ丘町五丁２番１号

072-232-1115 072-232-1165 株式会社アンダンテ

居宅介護支援

ＳＯＭＰＯケア
宅介護支援

居

2776002285 堺市堺区

中三国ヶ丘町七丁１番９

072-282-7357 072-282-7358 ＳＯＭＰＯケア株式会社

居宅介護支援

アイ三国ヶ丘ケアプランセン
ター

2776003812 堺市堺区

中三国ヶ丘町四丁６番１２号

090-5645-2305 072-238-2463 アイ合同会社

居宅介護支援

ハロー介護ステーション

2776001337 堺市堺区

南三国ヶ丘町六丁５番１５号

072-275-7365 072-275-7366 株式会社Ｓｔｅｌｌａ

居宅介護支援

ケアプラス介護支援ステーショ
2770106033 堺市堺区
ン

向陵中町六丁６番１号

072-259-1629 072-259-6890 照恵商事株式会社

居宅介護支援

ケアプランセンタードリーム

2770107130 堺市堺区

向陵中町六丁２番１４－３０７
072-259-8104 072-259-0009 有限会社ドリーム
号

居宅介護支援

堺北居宅介護支援センター

2770104996 堺市堺区

向陵東町三丁８番４６号
トビル３階

カズ

居宅介護支援

ケアプランセンターこかげ

2776001477 堺市堺区

向陵東町二丁２番１６号
仁徳マンション２号室

第２

居宅介護支援

ケアプラン轍（わだち）

2776002061 堺市堺区

向陵東町１－４－１３
リア１０８号室

プルメ

居宅介護支援

居宅介護事業所

2776003234 堺市堺区

向陵東町三丁６－３２
ワール中百舌鳥１Ｂ

サンロ

三国ヶ丘

そらまめ
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三

072-222-4277 072-222-4278 合同会社ケイズサポート

072-250-5300 072-250-5320 株式会社ディグリス

072-247-8787 072-349-3881 ＮＰＯ法人こかげ

072-249-8721 072-249-8523 合同会社Ｗｉｄｅ

072-350-4593 072-350-2365 株式会社シェアー

Ｒｏａｄ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

ななケアサポート

2776001204 堺市堺区

向陵西町一丁１番１号

居宅介護支援

とまとケアサービス

2776001287 堺市堺区

向陵西町四丁１１番１５号 ブ
072-275-7224 072-275-7225 株式会社とまと
ライトン三国ヶ丘１０２号室

居宅介護支援

ローリエケアプランセンター

2776001584 堺市堺区

向陵西町４－１１－１５ ＨＡ
ＺＡＭＡ ＨＡＩＴＵ ３０８ 072-275-6538 072-275-6535 合同会社ローリエ
号

居宅介護支援

マサキ介護サービス

2770105662 堺市堺区

榎元町五丁１番１９号

居宅介護支援

ケアプランセンターしあわせ苑 2776002996 堺市堺区

榎元町二丁２番１５号
ンス幸裳苑１０１

居宅介護支援

ケアプラン・エノキ

2776001147 堺市堺区

五月町６番１２

072-355-9720 072-283-2637 株式会社サポート・エノキ

居宅介護支援

大仙もずの音ケアプランセン
ター

2776001618 堺市堺区

大仙町１番２号

072-238-0088 072-238-1388 社会福祉法人みささぎ会

居宅介護支援

ルイケアプランセンター

2776003747 堺市堺区

一条通１番２３号
１号

居宅介護支援

アイミィライフサポート

2776000321 堺市堺区

幸通３番３号１Ｆ

072-203-5784 072-203-5784 株式会社アイミィ

居宅介護支援

グレース堺介護支援センター

2770102990 堺市堺区

京町通１番２１号

072-232-0007 072-232-1133 社会福祉法人宏和会

居宅介護支援

つくしの会ケアプランセンター 2770100390 堺市堺区

翁橋町一丁９番１５号

072-238-4331 072-238-4338 オムニクス株式会社

居宅介護支援

オレンジコープ堺東

北安井町２番６号

072-225-5515 072-225-5516 泉南生活協同組合

2776000743 堺市堺区
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072-225-2330 072-225-2331 株式会社優良館

072-238-5361 072-238-5362 有限会社マサキ
レジデ

堺ビル２０

072-229-2662 072-242-6699 株式会社幸裳苑なかを

072-242-4228 072-242-4229 合同会社オフィス有間

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名
有限会社ヒューマンライツ・プ
ラネット

居宅介護支援

ドンナ・サービス

2770102958 堺市堺区

南安井町一丁５番５号

072-226-5200 072-226-5201

居宅介護支援

ベルタウン介護相談センター

2770106173 堺市堺区

南安井町三丁１番１号

072-221-7004 072-221-7054 社会福祉法人悠人会

居宅介護支援

清恵会ケアプランセンター

2776003903 堺市堺区

南安井町１丁１番１号

072-238-6860 072-238-6911 社会医療法人清恵会

居宅介護支援

いろどりケアプランセンター

2776002426 堺市堺区

南向陽町一丁１－１５

072-225-5020 072-225-4020 株式会社ＩＲＯＤＯＲＩ

居宅介護支援

在宅サービス コープヘルパー
ステーション堺東 居宅介護支 2770108906 堺市堺区
援

南花田口町二丁２番１５号

072-232-3731 072-226-2610 大阪いずみ市民生活協同組合

居宅介護支援

スピカ

2776003622 堺市堺区

南花田口町一丁３番７号

072-275-6714 072-275-6791 株式会社サン・セリテ

居宅介護支援

ニチイケアセンター堺東

2770100234 堺市堺区

中瓦町一丁１番２１号
幸ビル３階

072-226-0106 072-226-0107 株式会社ニチイ学館

居宅介護支援

ビルドケア

2776004026 堺市堺区

中瓦町１－４－２８

072-290-7372 072-290-7374 合同会社ＬＩＮＫＬＩＮＥ

居宅介護支援

居宅介護支援事業所あおい

2776003929 堺市堺区

新町１番２０号

072-223-7200 072-223-7008 株式会社楽都

居宅介護支援

指定居宅介護支援事業所・介護
2770101208 堺市堺区
プランセンター朝日

居宅介護支援

介護センター青いりんご

2776000149 堺市堺区

百舌鳥夕雲町一丁７９番地２

072-243-3477 072-243-3478 株式会社青いりんご

居宅介護支援

ケアプランセンター
旭ヶ丘

2776003382 堺市堺区

旭ヶ丘南町一丁３－２３

072-244-3650 072-244-3656

ケアプランセンター

堺

ほのぼの

大仙中町２番１３号
ザ大仙１０１号
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堺東八

朝日プラ

072-280-0560 072-280-0570 医療法人朝日会

特定非営利活動法人ほのぼのス
テーション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

ケアプランセンターうラッコ

2776001600 堺市堺区

旭ヶ丘中町一丁５番２０号

072-243-1233 072-243-2030 浦合同会社

居宅介護支援

ケアプランセンター幹々

2776002442 堺市堺区

旭ヶ丘中町二丁１－１０－１０
072-244-8887 072-247-7566 株式会社裕々
１

居宅介護支援

けあまねレンジャーみぃ・つー 2776001139 堺市堺区

居宅介護支援

ケアプラン笑楽

居宅介護支援

ゼオン居宅介護支援センター

居宅介護支援

石津町三丁１５番５号

072-243-4331 072-243-4030 株式会社みぃ・つー

2776003861 堺市堺区

石津町三丁１４番５４号

072-350-3900 072-350-3899 株式会社ビオネスト

2776000313 堺市堺区

高砂町四丁１０７番地２

072-241-3937 072-241-3960 株式会社世音

ケアプランセンター堺さわらび 2776001873 堺市堺区

高砂町三丁７７番地２

072-245-7076 072-245-7076 株式会社慈友会ライフケア

居宅介護支援

リブライフケアプランセンター 2776002889 堺市堺区

高砂町二丁６９番

072-280-0130 072-280-0131

居宅介護支援

耳原ケアプランセンター高砂

2776003028 堺市堺区

高砂町四丁１０９番２

072-245-0390 072-245-0398 社会医療法人同仁会

居宅介護支援

愛らいふケアプランセンター

2770101588 堺市堺区

協和町三丁１２８番地１１

072-245-3711 072-245-3322 社会福祉法人堺中央共生会

居宅介護支援

みみはらケアプランセンター

2776003440 堺市堺区

協和町四丁４６５番地

072-241-0661 072-241-0662 社会医療法人同仁会

居宅介護支援

ケアプランセンター
エルダーエイド

2776001931 堺市堺区

石津北町９３番地１

072-280-5028 072-280-5086 株式会社エルダーエイド

居宅介護支援

居宅介護支援事業所きずなの会 2770103543 堺市堺区

西湊町六丁４番３号

072-243-7600 072-243-7608 特定非営利活動法人きずなの会

石津

株式会社
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株式会社リブライフケアサポー
ト

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

ペガサスケアプランセンター雅
2776003291 堺市堺区
老園

楠町二丁１番２０号

072-245-8801 072-245-8802 社会福祉法人風の馬

居宅介護支援

堺ラ・メールケアプランセン
ター

2770101364 堺市堺区

柏木町三丁３番９号

072-245-8866 072-245-8833 社会福祉法人おおとり福祉会

居宅介護支援

ケアプランセンターひかり

2776000271 堺市堺区

柏木町一丁１番１６号

072-245-5455 072-243-0723 有限会社ひかり

居宅介護支援

グレースケアサービス

2776001360 堺市堺区

鉄砲町２２番地
階１０１号

072-229-5678 072-229-5677 株式会社グレースケアサービス

居宅介護支援

あっと介護支援センター

2776002202 堺市堺区

三宝町二丁１３１番地２号

072-227-4567 072-227-4568 合同会社オフィスＫ

居宅介護支援

ケアプランセンターソレイユ

2776000891 堺市堺区

北半町西１番２４号

072-223-0294 072-223-0295 日本ウェルビーイング株式会社

居宅介護支援

ゆうあいケアプランセンター

2770104616 堺市堺区

綾之町東一丁３番３２号

072-223-5963 072-223-5964 株式会社ライフメイト

居宅介護支援

笑若庵ケアプランセンター

2770105670 堺市堺区

神明町東三丁１番３２号

072-223-8017 072-223-8014 有限会社笑若庵

居宅介護支援

ケアプランセンター堺北

2776003218 堺市堺区

宿屋町東二丁１番５号

072-233-6569 072-229-6506

居宅介護支援

よつば

2776003986 堺市堺区

宿屋町東三丁３番２６号

072-232-1424 072-232-1424 合同会社よつば

居宅介護支援

ケアプラン・グランマ

2776002947 堺市堺区

材木町東四丁１番２９号

090-6979-2151 072-222-6041 合同会社グランマ

居宅介護支援

ケアプランセンター

2776004257 堺市堺区

戎之町東五丁１番１８号

072-221-2364 072-221-2369

戎
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川元ハイツ１

大阪みなみ医療福祉生活協同組
合

合同会社ＦｏｕｎｔａｉｎＶａ
ｌｌｅｙ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

まみケアプランセンター

2776001949 堺市堺区

熊野町西二丁２番３号
ンハイツ３０２号室

居宅介護支援

敬愛ケアプランセンター

2776004158 堺市堺区

熊野町西二丁１－１５

072-247-8311 072-269-4173 株式会社橋善

居宅介護支援

居宅介護支援事業所アル・ソー
2770107122 堺市堺区
レ

甲斐町西二丁１番１５号

072-222-2262 072-222-2302 社会福祉法人南の風

居宅介護支援

介護支援事業所すずらん

2770102875 堺市堺区

甲斐町東二丁１番１４号
ｗｉｃビル３階

Ｇ－

居宅介護支援

居宅介護支援事業所さんらい

2770105183 堺市堺区

宿院町東二丁２番１５号
らいビル１階

さん

居宅介護支援

相棒ケアプランセンター

2776003895 堺市堺区

中之町西一丁１番１０号
ル６０１号

堀ビ

居宅介護支援

いちごケアプランセンター

2776002327 堺市堺区

大町西３－３－１０
２０１

居宅介護支援

有限会社ケアネット大阪ケアプ
2770103907 堺市堺区
ランセンター

少林寺町東一丁２番９号

居宅介護支援

木の実ケアプランセンター

2770108781 堺市堺区

新在家町東二丁１番２号
家１４１ １０２号

居宅介護支援

ケアプランセンターおりーぶの
2776003325 堺市堺区
森

居宅介護支援

ケアプラン笑楽

居宅介護支援

あすなろ介護支援センター

堺

グリー

事業所TEL

大町ビル

072-269-4110 072-269-4120 株式会社大小路ケアサービス

072-226-6788 072-226-6789 有限会社アポプロモート

072-222-6343 072-222-6356 三和機電工業株式会社

072-233-0501 072-233-0502 株式会社ＡＩＢＯＸ

072-247-7876 072-276-4637 いちごケア有限会社

072-232-4373 072-238-7082
新在

有限会社ケアネット大阪ヘル
パーセンター

072-223-5576 072-223-5578 有限会社木の実

南半町西二丁４－３

072-222-3236 072-222-3235 オリーブ株式会社

2776002848 堺市堺区

住吉橋町二丁１番１２号

072-350-3822 072-350-3821 株式会社ビオネスト

2770106462 堺市堺区

大浜北町三丁４番２－１００１
072-222-1026 072-222-1016 有限会社あすなろ
号
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

法人名

居宅介護支援

りんごハウスケアプランセン
ター

2776000131 堺市堺区

大浜北町三丁６番７号
ハウス１０２

居宅介護支援

介護支援センターみやこ堺

2776003762 堺市堺区

大浜北町３－１１－１８

072-223-0555 072-223-3933 株式会社都エンタープライズ

居宅介護支援

れんげ草ケアプランセンター

2776001808 堺市堺区

大浜南町三丁１－１３

072-242-8870 072-242-8134 株式会社蓮華草

居宅介護支援

ハートピア堺居宅介護支援事業
2770101232 堺市堺区
所

海山町三丁１５０番地１

072-222-8080 072-222-8778 社会福祉法人堺福祉会

居宅介護支援

ほほえみケアプランセンター

2776000560 堺市堺区

海山町四丁１６５－１
０２号

072-226-7660 072-226-7661 有限会社ほほえみ

居宅介護支援

ゼロワンケア・ファミリー

2770102594 堺市堺区

戎島町一丁５５－８－２０１

072-226-2157 072-226-2158 阪南倉庫株式会社

居宅介護支援

居宅介護支援事業所ケアライフ 2770100556 堺市西区

浜寺石津町西二丁１番６号

072-241-8171 072-241-8139

居宅介護支援

老人デイサービスセンター結い
2770102750 堺市西区
の里

浜寺石津町西五丁１１番２１号 072-267-6870 072-267-6860 社会福祉法人コスモス

居宅介護支援

ペガサスケアプランセンター石
2776302131 堺市西区
津北

浜寺石津町西一丁２番７号

居宅介護支援

くろひげケアプランセンター

2776302016 堺市西区

浜寺石津町東一丁２番２１
本ビル３階

居宅介護支援

こもれびケアプランセンター

2776302941 堺市西区

浜寺石津町東三丁９番２４号

居宅介護支援

マミードリーム

2776303071 堺市西区

浜寺石津町東三丁１番１５号１
072-370-1180 072-370-1181 合同会社エム・ケイ・ワイ
階
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りんご

事業所FAX

ルネ１

072-222-8038 072-242-6068 株式会社りんごハウス

ケアライフ・メディカルサプラ
イ株式会社

072-245-9615 072-245-9420 社会福祉法人風の馬
宮

072-245-6446 072-242-7170 有限会社ケアサプライ

072-320-0137 072-320-0245 一般社団法人こもれび

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

介護支援センター船尾株式会社 2776300846 堺市西区

浜寺船尾町西一丁４の８

072-269-4162 072-269-4262 介護支援センター船尾株式会社

居宅介護支援

セルビス介護支援センター

2776300077 堺市西区

浜寺元町一丁１１８

072-267-1566 072-267-1568 株式会社セルビス

居宅介護支援

ケアプラン花菜

2776301091 堺市西区

上野芝町二丁５番１ ライオン
ズマンション上野芝駅前２０７ 072-281-2782 072-281-2782 株式会社花菜
号

居宅介護支援

居宅介護支援事業所
里 上野芝

マーヤの

2776302123 堺市西区

上野芝町五丁９番２０号

072-275-5188 072-275-5241 社会福祉法人マーヤ

居宅介護支援

ケアプランセンター

キトラ

2776302685 堺市西区

上野芝町八丁１０番２２号

072-244-8921 072-244-8921 株式会社キトラ

居宅介護支援

在宅サービス
ホーム上野芝

北条町二丁２４番６号

072-276-7072 072-276-7078 大阪いずみ市民生活協同組合

居宅介護支援

大泉会介護支援センター

2770100812 堺市西区

上野芝向ヶ丘町一丁２１番５号 072-270-8305 072-270-8306 医療法人大泉会

居宅介護支援

有限会社タイヨウビジネス

2770102917 堺市西区

上野芝向ヶ丘町一丁２番１８号 072-279-1939 072-279-2039 有限会社タイヨウビジネス

居宅介護支援

さくらケアプランセンター

2776301455 堺市西区

上野芝向ヶ丘町六丁１－３４
パルファン上野芝１階

072-267-4539 072-268-2388 株式会社シーエムエス

居宅介護支援

シャロームケアプランセンター
2776303154 堺市西区
堺南

上野芝向ヶ丘町六丁１－３４
パルファン上野芝９０２号室

072-281-0012 072-276-7679 シャローム株式会社

居宅介護支援

介護計画

2776301992 堺市西区

家原寺町一丁８番４１号

072-271-2220 072-271-1300 株式会社双修

居宅介護支援

ニソメケアプランセンター

2776302586 堺市西区

家原寺町二丁２番地１６

072-274-6166 072-274-6166 ニソメ株式会社

コープスマイル
2770108666 堺市西区
居宅介護支援

そうしゅう
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

朋友ケアプランセンター

2776301703 堺市西区

神野町二丁１４番１号

072-289-5406 072-289-5407 株式会社朋友会

居宅介護支援

ルーナ

ケアプランセンター

2776302305 堺市西区

神野町一丁１４－１７

072-349-8792 072-349-8793 合同会社華音

居宅介護支援

アップライフケアプランセン
ター

2776302388 堺市西区

神野町三丁５番２８号

072-260-5005 072-260-5006 ケアズプランニング株式会社

居宅介護支援

ケアプランセンターねねの桜

2776302966 堺市西区

上６３０番地３４

072-260-5370 072-260-5371 合同会社Ｎａｇａｎｏ

居宅介護支援

かむらソーシャルサポート

2776303089 堺市西区

上３８４番地３

050-7124-7882 072-344-5447

居宅介護支援

堺福泉療護園居宅介護支援事業
2770100523 堺市西区
所

草部３４１番地

072-271-0008 072-271-0082 社会福祉法人あすなろ会

居宅介護支援

朗友サロンケアプランセンター 2770101398 堺市西区

草部７４３番地

072-271-7611 072-271-7311 社会福祉法人おおとり福祉会

居宅介護支援

ケアサービスはるかぜ

草部２３６

072-372-7075 072-372-7053 有限会社はるかぜ

居宅介護支援

パルハウスくさべ居宅介護支援
2776300556 堺市西区
事業所

草部１４１７

072-275-0111 072-275-0075 社会福祉法人和風会

居宅介護支援

オレンジケアプランセンター

2776301927 堺市西区

草部１１１８番地３

072-349-4163 072-349-4164

居宅介護支援

ケアプランセンターハートピア
2770101430 堺市西区
泉北

太平寺３３１番地１

072-297-9598 072-297-8838 社会福祉法人堺福祉会

居宅介護支援

ケアプランセンター愛和園

2776300119 堺市西区

太平寺３２７番地１

072-297-9598 072-297-8838 社会福祉法人堺福祉会

2770107700 堺市西区
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一般社団法人ソーシャルサポー
ト会

特定非営利活動法人グリーンレ
スト

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

居宅介護支援

ベルアンサンブル介護相談セン
2776301232 堺市西区
ター

居宅介護支援

ケアセンター悠友

居宅介護支援

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

菱木一丁２３４３番１１

072-349-6752 072-349-6732 社会医療法人生長会

宮下町１８番７号

072-242-8852 072-242-8862 株式会社美豊

はーとらんど居宅介護支援事業
2770100432 堺市西区
所

津久野町一丁７番２０号

072-272-7411 072-272-7412 社会福祉法人フローラ藤の会

居宅介護支援

ＮＰＯ法人アイ・プランニング 2770107858 堺市西区

津久野町二丁１１－２２

072-272-1500 072-350-5964

居宅介護支援

居宅介護支援事業所やすらぎの
2776300051 堺市西区
園津久野

鶴田町１０番７号

072-260-0003 072-260-0202 社会福祉法人稲穂会

居宅介護支援

朗友館ケアプランセンター

2770101380 堺市西区

鳳東町六丁６５９番地１

072-275-1555 072-275-1775 社会福祉法人おおとり福祉会

居宅介護支援

有限会社ケア・フル和

2770103766 堺市西区

鳳東町三丁２７９番地

072-260-0753 072-260-0555 有限会社ケア・フル和

居宅介護支援

くらしいきいきケアサポートわ
2776300853 堺市西区
かば

鳳東町七丁７５５－３
ハイツ１０１

居宅介護支援

居宅介護支援事業所 アビリ
ティーズ・堺おおとり

鳳東町七丁８０７

居宅介護支援

一般社団法人わをん相談援助事
2776301679 堺市西区
務所

鳳東町四丁３８７番地１
ル１階

居宅介護支援

ｎａｇｏｍｉ堺鳳ケアプランセ
2776302438 堺市西区
ンター

鳳東町二丁１９８番地

072-275-4862 072-275-4863 株式会社Ｓｕｎ－ｙｏｕ

居宅介護支援

ケアプランセンターテン

鳳東町七丁７５０番地２４

072-349-3898 072-349-3166

2776302701 堺市西区

2776301430 堺市西区

2776303105 堺市西区
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サニー

泉ビ

特定非営利活動法人アイ・プラ
ンニング

072-369-4305 072-369-4306 合同会社来夢

072-260-1613 072-260-1612

アビリティーズ・ケアネット株
式会社

072-274-2750 072-274-2751

一般社団法人わをん相談援助事
務所

有限会社テン・コーポレーショ
ン

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

鳳在宅介護支援センター

2770100101 堺市西区

鳳南町五丁５９４番１号
保健施設内

居宅介護支援

ケアプランセンターお結び

2776300598 堺市西区

鳳南町三丁２０２－１３

072-260-1120 072-260-1105 株式会社愛と真舎

居宅介護支援

ひまわりケアプランセンター

2776302453 堺市西区

鳳南町四丁４７６－２

072-247-5689 072-272-0201 社会福祉法人ひまわり会

居宅介護支援

さいせいケアプランセンター

2776303022 堺市西区

鳳南町５－７１０－１

072-260-2231 072-260-2232 株式会社イムラ

居宅介護支援

のぞみケアプランセンター

2776301273 堺市西区

鳳西町一丁２３番地９

072-275-5975 072-275-5974 株式会社

居宅介護支援

ケアプランセンターせせらぎ

2776301489 堺市西区

鳳西町一丁６８番地１８

072-275-7861 072-275-7863 株式会社せせらぎ

居宅介護支援

ピースケアケアプランセンター 2776300549 堺市西区

鳳中町十丁６番地１
竹ヶ城３Ｃ

072-268-4606 072-268-4616 有限会社ピースケア

居宅介護支援

清流ケアプランセンター

2776301893 堺市西区

鳳中町十丁６－１
城１Ｃ号室

居宅介護支援

ケア２１鳳

2776302933 堺市西区

鳳中町二丁２４番地
２階２Ａ号室

居宅介護支援

ペガサスケアプランセンター

2770100143 堺市西区

鳳北町十丁１０番地

居宅介護支援

ゆるりケアプランセンター

2776301323 堺市西区

鳳北町８丁４３３－１
ル２ １０２号

居宅介護支援

ケアステーション笑

2776301414 堺市西区

鳳北町三丁１５０
Ｆ
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老人

事業所TEL

パレス

パレス竹ヶ

岸田ビル

072-272-7288 072-272-8051 社会医療法人同仁会

つづみ草

072-265-0077 072-265-0087 合同会社哲人社

072-265-8321 072-265-8322 株式会社ケア２１

072-265-7447 072-265-0880 社会医療法人ペガサス
角野ビ

松尾ビル３

072-268-4080 072-268-4081 株式会社ステージ

072-350-3806 072-350-3807 株式会社笑

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

グリーンハウスケアプランセン
2776101129 堺市中区
ター

大野芝町２７５番地３

072-289-6017 072-289-6011 社会福祉法人桜会

居宅介護支援

医療法人浩仁会
ポート

2776102630 堺市中区

大野芝町１７４－１
１号

072-237-3521 072-237-3522 医療法人浩仁会

居宅介護支援

ふれ愛の家居宅介護支援事業所 2770100069 堺市中区

土塔町２０２８番地

072-237-1979 072-235-7857 社会福祉法人東光学園

居宅介護支援

介護支援センターだいせん

2770105613 堺市中区

土塔町１５５番１

072-230-0201 072-230-0205 医療法人大泉会

居宅介護支援

シオンケアプランセンター

2776100790 堺市中区

土塔町３３３６番地２階

072-284-7779 072-284-7799 株式会社グリーングラス

居宅介護支援

在宅ケアサービスソラスト堺

2770107601 堺市中区

深井沢町３１４２番
ニックセンタービル

072-276-7015 072-276-7016 株式会社ソラスト

居宅介護支援

鹿嶋ケアメディカル

2770100044 堺市中区

深井水池町３１６０番地

居宅介護支援

プラウド介護サービス

2776100279 堺市中区

深井水池町３２７６番地
ト水池ビル３０１号室

ハー

居宅介護支援

居宅介護支援事業所バーニーズ 2776100303 堺市中区

深井水池町３１５２番地
深井オフィスビル２階

ＫＵ

居宅介護支援

コニーケアプランセンター

2776103117 堺市中区

土師町一丁１５－１５
ンション２０１

居宅介護支援

サポートセンターＯＭＳ

2776103414 堺市中区

土師町五丁６番６号

072-289-6440 072-289-6440

居宅介護支援

ケアプランハウスクッキー

2770104020 堺市中区

福田８６９番地５
０２号室

072-239-6584 072-350-1076 合資会社プレゼンス

南堺ケアサ
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吉田文化

霜野クリ

072-277-2619 072-277-2668 有限会社鹿嶋ケアメディカル

土師マ

福田ビル２

072-225-4150 072-225-4150 株式会社ビルドアップ

072-270-7750 072-270-7757 有限会社かるがも

072-355-8639 072-355-8301 合同会社ＬＥＰＵＳ
一般社団法人オーダーメイドサ
ポート

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

居宅介護支援

ケアプランセンタークレーネ堺 2770104202 堺市中区

居宅介護支援

ケアプランセンターなみはな

居宅介護支援

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名
社会福祉法人エージングライフ
福祉会

福田３３９番地２

072-230-5288 072-230-5289

2776100956 堺市中区

福田５４６番地１４

072-220-9163 072-220-9164 株式会社たちばな

福町ケアプランセンター

2776101574 堺市中区

福田５８９番地

072-237-5273 072-237-2877 一般財団法人氏家記念財団

居宅介護支援

ケアプランセンター遊陶里

2776102945 堺市中区

福田５４１番１

072-230-5000 072-230-5077 社会福祉法人幸雪会

居宅介護支援

ケアプランセンターアカサカ

2776103059 堺市中区

福田１０６１－５－２０２

072-292-1361 072-294-6025 一般社団法人福祉社会協会

居宅介護支援

ＶＩＶＩケアステーション

2776103653 堺市中区

福田９９２番地１４

072-349-7262 072-235-5240 ＮＰＯ法人陶器

居宅介護支援

ケアプランセンター大森の郷

2776101814 堺市中区

陶器北６９３番地４号

072-288-6336 072-288-6335 有限会社律照

居宅介護支援

ケアプランセンター陽だまり

2776103109 堺市中区

上之５６８番地４

072-237-4041 072-237-4041 合同会社陽光

居宅介護支援

ベル介護相談センター

2770100325 堺市中区

東山８４１番地１

072-234-2171 072-234-2085 社会福祉法人悠人会

居宅介護支援

居宅介護支援事業所ひがしやま 2776100881 堺市中区

東山７１９番地１

072-230-0307 072-230-0308

居宅介護支援

オリーブのさとケアプランセン
2776101871 堺市中区
ター

東山７４３－３
１０６号

072-289-9740 072-289-9741 株式会社オリーブのさと

居宅介護支援

ハート訪問ステーション居宅介
2776103257 堺市中区
護支援

東山６２番地１
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フジパレス楓

社会福祉法人コミュニティ福祉
会

072-239-2345 072-239-2346 医療法人恵泉会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

やすらぎの園居宅介護支援事業
2770100739 堺市中区
所

深井畑山町２５２８番地１

072-270-7000 072-270-7100 社会福祉法人稲穂会

居宅介護支援

ケアプランセンターめぐみ

2776101624 堺市中区

深井畑山町２３９番地１１

072-276-6070 072-276-6071 株式会社ハート

居宅介護支援

医療法人中村会ケアプランセン
2770105522 堺市中区
ターくぜのさと

平井３０３番地１

072-270-3986 072-270-3386 医療法人中村会

居宅介護支援

ケアプランセンター

シンプル 2776102739 堺市中区

楢葉１４９番地１

072-235-3681 072-235-3682 株式会社ＰＥＡＣＥ

居宅介護支援

ネツトワークナース居宅介護支
2770105191 堺市中区
援プランセンター

深阪二丁９番２号

072-234-2564 072-234-6853 三共電子工業株式会社

居宅介護支援

もりの詩ケアプランセンター

深阪二丁５－２－１０５号

072-220-5527 072-220-6404 有限会社もりの木

居宅介護支援

ベルシャンテ介護相談センター 2776101855 堺市中区

深阪一丁１３番６７号

072-278-1179 072-278-1010 社会医療法人生長会

居宅介護支援

福生会居宅介護支援事業所

伏尾１９６番地

072-278-0205 072-278-0525 社会福祉法人福生会

居宅介護支援

アシストワークケアプランセン
2776100774 堺市中区
ター

八田北町２９７番ー１

072-277-4165 072-277-4166 アシストワーク株式会社

居宅介護支援

居宅介護支援事業所カラーサ堺 2776101533 堺市中区

八田北町６１４番地２（１０
３）

072-350-0797 072-279-3827

居宅介護支援

ケイエムシーケアプランセン
ター

2776101665 堺市中区

八田北町６１１－７

072-276-1333 072-242-7934 株式会社ケイエムシー

居宅介護支援

ペガサスケアプランセンター
イースト

2776102598 堺市中区

八田北町１０２０番地

2776100873 堺市中区

2770100283 堺市中区
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２階

株式会社ライフサポートセン
ター

072-275-5582 072-278-9970 社会医療法人ペガサス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

ケアサポートセンター杏

2776102804 堺市中区

八田南之町２７７番地

072-278-0488 072-278-0488 医療法人杏和会

居宅介護支援

天色ケアプランオフィス

2776102549 堺市中区

毛穴町４３１番地４７

072-369-4116 072-368-5850

居宅介護支援

ニチイケアセンター深井

2770102685 堺市中区

深井北町６４６番地２

072-276-0662 072-276-0663 株式会社ニチイ学館

居宅介護支援

エルケア株式会社エルケア深井
2776100626 堺市中区
ケアプランセンター

深井中町８９７番地１
ライフ上野芝２階

居宅介護支援

輝ケア―プランセンター３９

居宅介護支援

Ｓ－ＯＮＥケアプランセンター 2776101954 堺市中区

居宅介護支援

つむぎケアプランセンター

居宅介護支援

2776101723 堺市中区

ロング

株式会社Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ
Ｃｒｅａｔｉｏｎ

072-276-1181 072-277-9165 エルケア株式会社

深井中町１２１１番地３

072-281-6461 072-281-7739 有限会社輝ケアーセンター３９

深井中町３２８０

072-320-8531 072-320-8531 有限会社ＡＹＡＮＯ

2776102309 堺市中区

深井中町１８８８番地１４

072-270-2468 072-270-2466 合同会社絆

しみず介護支援センター

2770106652 堺市中区

深井清水町３３２３

072-276-2207 072-276-2208 有限会社らっく

居宅介護支援

ケアプランセンターきらら

2776101657 堺市中区

深井清水町３６０１

居宅介護支援

ココネス

居宅介護支援

ケアプランサービス
フ深井

居宅介護支援

居宅支援事業所エル居宅部

ライフプランニング 2776102440 堺市中区
イーライ

１０６号 072-247-9191 072-247-8611 有限会社なかむら

深井清水町３６０４－３０５

072-260-4451 072-260-4452 株式会社ココネス

2776103471 堺市中区

深井清水町３８２１

072-276-7850 072-276-7851 株式会社ウィザスイーライフ

2776100741 堺市中区

宮園町２番１１号

072-350-6991 072-350-6993 株式会社ｎｅｏ
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

ケアセンターさくらんぼ

2776103240 堺市中区

宮園町２番１２号
０１号室

居宅介護支援

ジーアール介護センター

2776103315 堺市中区

東八田１０７番地２

072-280-4163 072-280-4425

居宅介護支援

ケアプランセンターふくふく

2776100055 堺市中区

小阪２５８番地３
１階

072-204-2929 072-204-1525 有限会社吉右エ門

居宅介護支援

ひなたケアプランセンター

2776102895 堺市中区

小阪２９７－１

072-242-3095 072-281-0130 優仁ウエルネス株式会社

居宅介護支援

シャルムケアプランセンター

2770105407 堺市東区

八下町一丁１２７番地１

072-250-2615 072-258-6820 社会福祉法人啓真会

居宅介護支援

ケアサービスコスモス・プラン
2776200210 堺市東区
センター

石原町四丁１４３番地の７

072-287-2929 072-287-3062 株式会社ケアサービスコスモス

居宅介護支援

つるぎ荘・やしもケアプランセ
2776201192 堺市東区
ンター

石原町三丁１５０番地

072-240-3378 072-240-2278 社会福祉法人そうび会

居宅介護支援

ケアプランセンターひな

2776201010 堺市東区

白鷺町二丁３番Ｂ９棟Ｓ４号室 072-288-2520 072-288-2522 合同会社ひな

居宅介護支援

リヒトケアプランセンター

2776201457 堺市東区

白鷺町一丁２１－７

072-349-4326 072-349-4327 株式会社新和

居宅介護支援

ふるさぽーとケアプランセン
ター

2770108153 堺市東区

日置荘北町二丁２１番３６号

072-288-1900 072-288-1901 株式会社ふるさぽーと

居宅介護支援

ケアプランセンタースノーフ
レーク

2776201366 堺市東区

日置荘北町一丁３７－４

072-289-6247 072-289-6245 ベレザ合同会社

居宅介護支援

ケアプランセンター
ト・堺

2776200590 堺市東区

日置荘原寺町９６番６
ラザ３０２号

072-287-6330 072-287-6333 株式会社ハートケア

フィッ

99 / 264 ページ

第一ビル２

事業所TEL

ふくふく荘

萩天プ

072-278-6225 072-278-6226 株式会社悠美
特定非営利活動法人グリーンレ
スト

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

オリーブ介護センター

堺

2776200616 堺市東区

日置荘原寺町２１５－１

072-286-2271 072-286-2281 株式会社オリーブ

居宅介護支援

エードケアプランセンター

2776201499 堺市東区

日置荘原寺町５１－３

072-284-9193 072-231-9586 合同会社Ｇｉｖｉｎｇｂａｃｋ

居宅介護支援

つるぎ荘ケアプランセンター

2770100135 堺市東区

日置荘田中町１４３番地１

072-286-2828 072-286-6868 社会福祉法人そうび会

居宅介護支援

コットンケアプランセンター

2776200855 堺市東区

日置荘西町七丁３１番８号 サ
072-201-8789 072-201-8788 株式会社ＨＡＮＡ
ンハイムＭＯＲＩ１０１号室

居宅介護支援

あざみ介護ケアプランセンター 2776201119 堺市東区

野尻町１７１番地４

072-205-5415 072-205-5418 合同会社ひろ美

居宅介護支援

青山ケアセンター堺

2776201176 堺市東区

野尻町１９２番１７

072-288-0086 072-288-0087 株式会社青山ケアサポート

居宅介護支援

らぶ・いきいきケアプランセン
2776200293 堺市東区
ター

高松２１番地１８

072-239-6190 072-239-6190 有限会社ｅ－Ｌｉｆｅ

居宅介護支援

あい・ねっとハマヤ居宅支援事
2770108880 堺市東区
業所

丈六１８６番地の９

072-237-2157 072-234-2665 株式会社ハマヤ

居宅介護支援

ケアプランセンター
ライフ北野田

2776201606 堺市東区

丈六１９７番地１０

072-239-3225 072-239-3226 株式会社ライフハンド

居宅介護支援

おひさまケアプランセンター

2770100499 堺市東区

北野田６２６番地

072-235-7722 072-231-9364 社会医療法人頌徳会

居宅介護支援

ケアプラン笑楽

2776201473 堺市東区

北野田４０７番地１

072-230-2323 072-230-2325 株式会社ビオネスト

居宅介護支援

ケアプランセンター北野田

2770100291 堺市東区

南野田１２７番地

072-236-7101 072-236-7223

ステップ

北野田
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大阪みなみ医療福祉生活協同組
合

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

居宅介護支援

ハーモニーケアプランセンター 2770100671 堺市東区

居宅介護支援

ケアプランセンター南野田

居宅介護支援

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

南野田３３番地

072-239-0011 072-239-0156 社会福祉法人野田福祉会

2776201283 堺市東区

南野田２６３番３２

072-236-7686 072-236-7686 合同会社みなと

兵田病院ケアプランセンター

2770106694 堺市東区

西野２５４番地３

072-230-0980 072-230-0833 医療法人恒尚会

居宅介護支援

祥の郷ケアプランセンター

2776200137 堺市東区

西野１６５番地

072-289-2005 072-289-2006 株式会社アコリット

居宅介護支援

社会福祉士事務所そら居宅介護
2776200053 堺市東区
支援事業所

大美野１５番地５

072-236-2163 072-236-2063 株式会社そら

居宅介護支援

あいとケアプランセンター

2776201093 堺市東区

草尾２７４番地１

072-370-0753 072-370-0754 株式会社あいと

居宅介護支援

リンクケア草尾

2776201358 堺市東区

草尾１１６６－２

居宅介護支援

ケアプラン悠（はるか）

2776201168 堺市東区

中茶屋９７番地の３

072-247-5356 072-247-5357

有限会社ケア・サポート・サー
ビス南大阪

居宅介護支援

ケアセンター仲村

2776400067 堺市南区

宮山台４丁７番９号

072-284-3700 072-295-5505

有限会社キャプテンフィンガー
ズ

居宅介護支援

結のこころケアプランセンター 2776400612 堺市南区

居宅介護支援

スクエアひかりプラン

2776401701 堺市南区

和田東７７１番地１

居宅介護支援

トライファミリー

2776401933 堺市南区

和田東２９３番１号
室

宮山台一丁６番１０号
山台貸店舗Ａ号
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072-230-5360 072-230-5361 ヘルスケアリンク株式会社

２Ｆ

山楠宮

072-293-6512 072-293-6513 有限会社心

072-350-1120 072-350-1119 株式会社光
１０３号

072-203-0737 072-203-0737 有限会社ＮＥＷ

ＣＯＬＯＲＳ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

居宅介護支援

南区在宅介護支援相談所
るい手

居宅介護支援

あか

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776400489 堺市南区

深阪南１１９番地
ドビル１０１号

ダイヤモン

三都ケアプランセンター

2776401685 堺市南区

深阪南１８２番地
ビルＥ号

泉ヶ丘ＡＳ

居宅介護支援

ケアセンターかんな

2776401149 堺市南区

土佐屋台１３３７
泉ヶ丘１０５号室

サンライズ

居宅介護支援

ケアプランセンター
ＫＩ

2776401875 堺市南区

土佐屋台１３３７
泉ヶ丘５０２号

サンライズ

居宅介護支援

堺市医師会ケアプランセンター
2770101372 堺市南区
いずみの郷

竹城台一丁８番２号

072-290-2276 072-290-2228 一般社団法人堺市医師会

居宅介護支援

居宅介護支援事業ほーぷ

2770107874 堺市南区

竹城台三丁４番３号

072-291-7487 072-289-5995

特定非営利活動法人福祉ワー
カーズほーぷ

居宅介護支援

ほほえみネットワーク竹城

2776400422 堺市南区

竹城台四丁１番５号

072-247-8013 072-288-6172

株式会社ほほえみネットワーク
竹城

居宅介護支援

南天ケアプランセンター

2776401297 堺市南区

竹城台四丁１－１４
ス・キャロー２０１

居宅介護支援

ケアセンター笑顔工房

2776401727 堺市南区

竹城台二丁６－５
丘１０２号

居宅介護支援

医療法人錦秀会阪和泉北病院居
2770101190 堺市南区
宅介護支援センター

豊田１５８８番地の１

072-295-2888 072-295-2889 医療法人錦秀会

居宅介護支援

医療法人恒進會バウムケアプラ
2770103287 堺市南区
ンセンター

豊田４０番地

072-299-3487 072-295-8699 医療法人恒進會

居宅介護支援

誠千ケアプランセンター

ＨＩＢＩ

2776400125 堺市南区

豊田１１６９番地
階Ｃ号
102 / 264 ページ

オフィ

メゾン泉ヶ

土谷ビル２

072-349-6155 072-237-4100 有限会社石井

072-237-3100 072-360-4040 株式会社ケア・三都

072-360-4224 072-360-4226 株式会社かんな

072-236-5310 072-236-5320 株式会社響

072-284-2281 072-284-2282 株式会社一歩

072-293-7007 072-349-3080 白川合同会社

072-284-0208 072-284-0246 株式会社誠千

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

オレンジコープ泉ヶ丘

2776400448 堺市南区

三原台一丁２番２号

072-284-6500 072-284-6501 泉南生活協同組合

居宅介護支援

ゆーとりあケアプランセンター 2776401990 堺市南区

三原台３－１－１４

072-296-5155 072-296-5166 社会福祉法人五常会

居宅介護支援

ケアプランセンターすこやか会 2776400828 堺市南区

晴美台三丁１１番５号

072-284-5230 072-284-5235 合同会社すこやか会

居宅介護支援

ケアプランセンターゆうき

2770104970 堺市南区

槇塚台三丁１番２３号

072-297-3354 072-293-4199 株式会社愛のケア工房はるか

居宅介護支援

泉北園百寿荘介護サービス

2770102586 堺市南区

茶山台三丁２３番２号

072-296-3535 072-290-1088 社会福祉法人よしみ会

居宅介護支援

ののはなケアセンター

2776401560 堺市南区

茶山台三丁２１番１号

072-283-4724 072-283-4724 合同会社Ｍｉｅ．Ｃ

居宅介護支援

ケアプランセンター栄友社

2776400083 堺市南区

若松台二丁１番４－１０７号

072-291-0294 072-291-0295 特定非営利活動法人栄友社

居宅介護支援

いい友ケアプランセンター

2776400471 堺市南区

若松台三丁２１番２０号

072-203-2389 072-206-2389 合同会社愛

居宅介護支援

すぺーどプラン

2776401735 堺市南区

若松台一丁１番１－３０６号

072-290-7232 072-290-7252 株式会社ｔｒｕｍｐ

居宅介護支援

ＧＴＬケアプランセンター泉北
2776400265 堺市南区
泉ヶ丘

高倉台三丁２番２号

072-284-2300 072-296-9090 グッドタイムリビング株式会社

居宅介護支援

いちごの上ケアプランセンター 2776401388 堺市南区

高倉台二丁４３番１０－１０１
072-205-7615 072-205-7615 株式会社ＵＴＯＫ
号

居宅介護支援

片山ケアプランセンター

2776400364 堺市南区

片蔵６７７番地４
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072-284-7200 072-295-9100

株式会社片山ケアプランセン
ター

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

ケアプランセンターつばめ

2776400877 堺市南区

片蔵１４４９番地３４３

072-289-5561 072-298-1810 株式会社ケアセンターつばめ

居宅介護支援

槇塚荘居宅介護支援事業所

2770100150 堺市南区

逆瀬川１０３８番地２

072-291-0920 072-291-9679 社会福祉法人上神谷福祉会

居宅介護支援

パル介護センター

2776400240 堺市南区

鉢ヶ峯寺１０３番地９５

072-294-3770 072-294-3771 有限会社パル

居宅介護支援

泉北ケアプランセンター

2776401586 堺市南区

原山台一丁１４番１２号
４ビルディング２階

１１

居宅介護支援

セルビス介護支援センターみな
2776401776 堺市南区
み

原山台一丁１４番１２号

２階 072-349-3170 072-349-3433 株式会社セルビス

居宅介護支援

居宅介護支援事業所オリオノ
ナーシングセンター

2770100549 堺市南区

庭代台二丁８番３号

072-299-7771 072-296-7711 株式会社モリタ

居宅介護支援

千友ケアプランセンター

2770108690 堺市南区

庭代台二丁３番３号

072-297-6974 072-297-7130 有限会社サン・ベステム

居宅介護支援

さくらさくケアプランセンター 2776401941 堺市南区

庭代台１－４１－４

090-8797-2444

居宅介護支援

ケアプランセンター年輪

2770100317 堺市南区

御池台五丁２番２号

072-293-4800 072-298-3396 社会福祉法人朋和会

居宅介護支援

さつきケアプランセンター

2770104012 堺市南区

御池台五丁２番６号

072-297-5342 072-294-8688 社会福祉法人さつき会

居宅介護支援

介護サポートセンター美樹の園 2770101042 堺市南区

美木多上１２７７番地１

072-296-1222 072-296-7557 社会福祉法人美木多園

居宅介護支援

居宅介護支援事業カロス

2770102578 堺市南区

美木多上２３０８番地１

072-296-8220 072-297-5093 社会福祉法人貞省会
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072-292-7301 072-292-7302 合同会社泉北医療企画

株式会社輝風

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名
株式会社日本エルダリーケア
サービス

居宅介護支援

さくらそう堺南

2776401719 堺市南区

城山台二丁２番３号

072-295-2055 072-295-2056

居宅介護支援

ハートフルサンク桃山台

2770100028 堺市南区

桃山台三丁１番３号

072-295-8801 072-295-8802 株式会社ハートフルサンク

居宅介護支援

あいぷらん

2776401925 堺市南区

桃山台二丁１５番５

072-284-2006 072-284-2007 株式会社うるま

居宅介護支援

ケアプランセンター故郷の家

2770101273 堺市南区

檜尾３３６０番地１２

072-271-0881 072-271-5474 社会福祉法人こころの家族

居宅介護支援

特定非営利活動法人せかんど

2770101422 堺市南区

檜尾３０９３－７

072-260-1294 072-260-1295 特定非営利活動法人せかんど

居宅介護支援

ケアプランセンターアップワー
2770102560 堺市南区
ド

檜尾５５０番地

072-295-7580 072-295-7579 株式会社アップワード

居宅介護支援

ケアプランセンターりんぐ

2776400661 堺市南区

檜尾１１４番地１

072-242-6139 072-242-6274 株式会社ケアサポートりんぐ

居宅介護支援

ケアプランセンター元気

2776400562 堺市南区

新檜尾台四丁５２番１－２０５ 072-288-4122 072-288-4166 株式会社元気

居宅介護支援

ケアプランセンター
ルケア

2776401107 堺市南区

赤坂台二丁５番７号

居宅介護支援

サン宮ケアプランセンター

2776401818 堺市南区

赤坂台一丁１３番１１号

072-370-3583 072-294-6025 一般社団法人サン宮

居宅介護支援

エスコープ大阪サポートセン
ター泉北

2770101257 堺市南区

小代７２７番地

072-293-4640 072-341-0022 生活協同組合エスコープ大阪

居宅介護支援

エムツーケアプランセンターさ
2776401537 堺市南区
かい

和田４８６

072-296-3355 072-296-3436

グローバ
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２階

072-220-4073 072-220-4073 株式会社グローバルケア

ハウジング工房エムツー株式会
社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

社会福祉法人美和会ケアプラン
2776400372 堺市南区
センター美和

居宅介護支援

医療法人森クリニック居宅介護
2770107148 堺市美原区 大保１６番地１
支援センター

居宅介護支援

田中病院居宅介護支援事業所

2770107361 堺市美原区 黒山３９番地の１０

072-361-3557 072-361-3570 医療法人暁美会

居宅介護支援

ケアプランセンター輝峰

2776600476 堺市美原区 阿弥４８２番２

072-289-5272 072-289-5273 社会福祉法人有人会

居宅介護支援

Ｓ・Ｂケアサポート

2776600252 堺市美原区 小平尾２１１－１

072-369-1233 072-369-4010

居宅介護支援

アリスケアセンター

2776600468 堺市美原区

居宅介護支援

社会福祉法人天寿会平尾荘居宅
2770107171 堺市美原区 平尾１９３８番地１
介護支援事業所

居宅介護支援

美原荘居宅介護支援事業所

居宅介護支援

有限会社ケアノブ居宅支援事業
2770107163 堺市美原区 さつき野東一丁目１番７号
部

居宅介護支援

つぶらケアプランセンター

2770108088 堺市美原区 北余部４５番地の７

072-369-3599 072-369-3589 有限会社つぶら

居宅介護支援

のぐさケアプランセンター

2776600328 堺市美原区 北余部４５－５

072-361-2622 072-289-5199 株式会社ｐｒｕｎｅｌｌｅ

居宅介護支援

ケアプランセンター

三木閉５７番地

072-290-0250 072-290-0252 社会福祉法人美和会

072-363-6101 072-361-8507 医療法人森クリニック

有限会社ケアサービスエス・
ビー二十一

小平尾３７３番地１ ほうめい
072-350-3802 072-350-3803 株式会社大渡
モータープール１０番

2770107197 堺市美原区 平尾５９５番１

ニコニコ 2776600401 堺市美原区 北余部４５番地２１
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072-363-1850 072-363-1860 社会福祉法人天寿会

072-363-1105 072-363-1154

社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

072-369-1955 072-369-1888 有限会社ケアノブ

072-363-2333 072-363-1660 有限会社ニコニコドラッグ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

パートナーケアプランセンター 2776600575 堺市美原区 北余部１３３－１

居宅介護支援

アミエル

居宅介護支援

ケアプランセンターｆｏｒ
ｏｕ

居宅介護支援

アップケア居宅介護支援サービ
2776600526 堺市美原区 小寺６９番地８
ス

居宅介護支援

はる介護支援センター

2776500429 堺市北区

常磐町三丁１１－７ コン
フォートトキワ２０４号

072-256-3340 072-256-3341 合資会社Ａｚ

居宅介護支援

かなりあケアプランセンター

2776502847 堺市北区

北花田町二丁２３２番地４

072-247-7553 072-247-8510 株式会社ＦＡＭＩＬＹ

居宅介護支援

みみはらケアプランセンターふ
2770103709 堺市北区
れあい

蔵前町三丁５番４７号

072-257-4777 072-257-4222 社会医療法人同仁会

居宅介護支援

えみケアプランセンター

蔵前町三丁１２番５３号

072-240-7877 072-240-7879 有限会社イナフケア

居宅介護支援

エルケア株式会社エルケア堺ケ
2776500296 堺市北区
アプランセンター

奥本町一丁２８５番地
タ北花田１階

072-240-1650 072-240-3631 エルケア株式会社

居宅介護支援

ケアプランセンターあさか

2776500312 堺市北区

奥本町二丁４番地１

072-240-3980 072-259-0078 西村総合介護サービス株式会社

居宅介護支援

ケアセンターなのはな

2776500478 堺市北区

奥本町二丁４番地１

072-240-0115 072-240-0116 株式会社聖

居宅介護支援

さかい薬局介護支援事業所

2770103022 堺市北区

東浅香山町一丁１４０番地１３ 072-251-2899 072-251-2975 株式会社さかい薬局

ｙ

072-288-7754 072-288-7755 有限会社テールアイランド

４Ｆ

2776600294 堺市美原区 今井２２２番地３

072-290-7826 072-290-7838 合同会社ガレージ・ソロ

2776600534 堺市美原区 太井６８７－２

072-362-6073 072-362-6077 株式会社フォーユー

2770105761 堺市北区
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072-284-7034 072-284-7134 株式会社ウェルリーフ

アビス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

モリサキ介護支援事業所

2776500502 堺市北区

東浅香山町二丁３３５番地

072-251-4306 072-251-4855 モリサキ家具株式会社

居宅介護支援

アソシエイト堺

2776502367 堺市北区

東浅香山町一丁１５番３号

072-253-5511 072-253-5513 合同会社アソシエイト

居宅介護支援

一樹居宅介護支援

2776502557 堺市北区

東浅香山町一丁２２７番地１

072-350-3886 072-350-3887 株式会社一樹

居宅介護支援

シャロームケアプランセンター
2776503217 堺市北区
堺北

東浅香山町一丁１９－９
Ｓビル１Ｆ

072-246-0505 072-246-0809 シャローム株式会社

居宅介護支援

ブレス南花田ケアプランセン
ター

2770102149 堺市北区

南花田町５３０番地

072-256-2800 072-256-2801 社会福祉法人宝生会

居宅介護支援

友愛ひだまりサロン

2776502177 堺市北区

南花田町３６５番地の１

072-255-9911 072-251-8133

居宅介護支援

あけぼの苑居宅介護支援事業所 2770100705 堺市北区

野遠町３４４番地１

072-257-2277 072-257-0666 社会福祉法人堺暁福祉会

居宅介護支援

パープルケアプランセンター

野遠町２７４番地

072-258-0538 072-258-0539 パープルケアサポート株式会社

居宅介護支援

在宅介護支援センターアイリス
2770102164 堺市北区
堺正風

新金岡町５丁１番３号

072-240-2626 072-240-2639 医療法人紀和会

居宅介護支援

いずみ会ケアサービス

2776500460 堺市北区

新金岡町一丁３番２５号

072-258-0150 072-249-0889

居宅介護支援

ケアプランセンターじゅん

2776502003 堺市北区

新金岡町五丁３番３２７号
ハーツ新金岡２０２

072-250-2002 072-250-2800 合同会社椿会

居宅介護支援

介護センターあい

2776502318 堺市北区

新金岡町５－５－１１３

072-247-7907 072-247-7957 ライズ・コアシステム株式会社

2776501252 堺市北区

108 / 264 ページ

Ｋ＆

アビリティーズ・ケアネット株
式会社

特定非営利活動法人介護支援倶
楽部いずみ会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

居宅介護支援

ハピネス金岡居宅介護支援セン
2770100952 堺市北区
ター

居宅介護支援

なでしこケアステーション

居宅介護支援

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

金岡町２７２５番地

072-251-0222 072-251-0830 社会福祉法人大阪福祉会

2770104590 堺市北区

金岡町８６５番地

072-250-0252 072-253-0288 有限会社ラスカル

すまいるはあと

2776500882 堺市北区

金岡町５４９番地
階

居宅介護支援

ぷらんかなおか

2776501088 堺市北区

金岡町１５６６番地７ マン
ション安芸津１０５号室

072-267-4726 072-267-4736 株式会社いずみ

居宅介護支援

ちはる介護保険室

2776502433 堺市北区

金岡町２２０３番地

072-275-9917 072-275-9917 株式会社香川

居宅介護支援

ケアプランセンターセルフ

2776502441 堺市北区

金岡町１６３８番地２
イツＡ１０２号室

居宅介護支援

ケアプランセンターはじまりは
2776503159 堺市北区
今

居宅介護支援

ケア２１なかもず

2770103659 堺市北区

中百舌鳥町六丁８１６番地
ム・エフ・ジィビル２階

居宅介護支援

居宅介護支援事業所ハートス
テーション

2776500361 堺市北区

中百舌鳥町四丁２０１番１号
カリエ中もず１０５号

072-240-8850 072-240-8860 株式会社あいプラスケア

居宅介護支援

大阪メディカル介護センターな
2770106967 堺市北区
かもず

黒土町３００２番地１１

072-240-0710 072-240-0877

居宅介護支援

植木ケアプランセンター

2776502607 堺市北区

黒土町３００１番４の２

072-257-1163 072-250-5232 医療法人方佑会

居宅介護支援

陵東館ケアプランセンター堺

2770101984 堺市北区

長曽根町１２１０番地の１

072-252-6000 072-253-2941 社会福祉法人関西福祉会

西川ビル２

徳永ハ

072-350-3106 072-350-3861 合同会社セルフ

072-220-0444 072-220-2267 株式会社モネ

金岡町７０７番地
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072-258-6606 072-242-6653 有限会社Ｍａｎｎａ

エ

072-240-6135 072-240-6136 株式会社ケア２１

株式会社大阪メディカル介護セ
ンター

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

あいおいケアセンター

2770103725 堺市北区

長曽根町３００３番地４

072-256-6777 072-256-6778 株式会社ネクステージ

居宅介護支援

介護支援コンパス

2776501104 堺市北区

長曽根町３０７３－５
タジスタ１階

072-242-7817 072-242-7818 株式会社碧海

居宅介護支援

アスモ介護サービス堺

2776501633 堺市北区

長曽根町３０３６－１４
レースコート１０６号室

居宅介護支援

リファインケア・すずらん

2776501724 堺市北区

長曽根町３０６９－９
新金岡３０５号

居宅介護支援

いきいきケアプラン

2776502722 堺市北区

長曽根町１４６７番１ メディ
072-258-3711 072-258-3712 株式会社白寿会
カルエイトワンビル２０２

居宅介護支援

スギケアプランセンター新金岡 2776502920 堺市北区

長曽根町７２０番地１

居宅介護支援

クロストリップ
ンター

2776503084 堺市北区

長曽根町１３０番地４２－３１
072-256-4244 072-256-4255 クロストリップ合同会社
２

居宅介護支援

介護支援センター茶の木堺

2776500403 堺市北区

百舌鳥梅北町三丁１２５番地１
072-240-1356 072-240-1376 有限会社茶の木
６２

居宅介護支援

きずな百舌鳥介護相談所

2776500817 堺市北区

百舌鳥梅北町四丁１７５番地の
３ ルミエール梅北マンション 072-251-7177 072-251-7178 株式会社カイゴス
１階

居宅介護支援

ケアバンビ

2776500957 堺市北区

百舌鳥梅北町四丁２２３番地

居宅介護支援

かのん介護サービス

2776501153 堺市北区

百舌鳥梅北町４丁１５５番１号
072-258-6511 072-258-6522 かのん株式会社
アルページュⅢ１０１号

居宅介護支援

ケアプランセンターわくわく

2776501716 堺市北区

百舌鳥梅北町四丁２２８番地１ 072-259-7065 072-259-0039 有限会社須磨企画

ケアプランセ
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ファン

グ

カルム

072-251-7827 072-251-7810 株式会社アスモ介護サービス

072-256-4338 072-256-4358 株式会社持統

072-242-7901 072-275-5073 スギナーシングケア株式会社

072-252-7505 072-252-7504 株式会社ＶＡＧＯ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

ななつ星ケアプランセンター

2776502284 堺市北区

百舌鳥梅北町二丁７０番地４
５０１号

072-355-2271 072-283-9855 株式会社みかんの花

居宅介護支援

みっくすケアプランセンター

2776502797 堺市北区

百舌鳥梅北町五丁２５６

072-350-6876 072-350-9707 ＲＡＳ合同会社

居宅介護支援

チアフルケアプランセンター

2776500411 堺市北区

百舌鳥梅町三丁２４－７
ビル２０２号

ＮＳ

居宅介護支援

うさぎの家ケアプランセンター 2776501096 堺市北区

百舌鳥梅町一丁１番６号
ビル１０３

昭和

居宅介護支援

はーとるーぷケアプランセン
ター

2776503043 堺市北区

百舌鳥梅町三丁１０番地８
イツ中百舌鳥１０２

ハ

居宅介護支援

ケアプランセンター

2776503175 堺市北区

百舌鳥梅町三丁３１番８号
フルエンス２０３号

ア

居宅介護支援

リンクケアプランセンターなか
2776503266 堺市北区
もず

百舌鳥梅町三丁２８－１７

072-200-2885 072-254-5020 ヘルスケアリンク株式会社

居宅介護支援

ＦＣプランセンター

2770104723 堺市北区

百舌鳥西之町三丁５２９番地

072-259-0789 072-259-0786 株式会社Ｔ・Ｄｒｅａｍｓ

居宅介護支援

いわき会ケアーサービス

2770100945 堺市北区

百舌鳥陵南町一丁７７番地１

072-277-1700 072-270-3426 医療法人以和貴会

居宅介護支援

ケアプランセンターかすがい

2776502144 堺市北区

百舌鳥陵南町一丁９３番地２

072-270-8224 072-270-8224 有限会社かすがい

居宅介護支援

くすの樹ケアサポート

2776500791 堺市北区

百舌鳥本町一丁６７番地１０
メゾンパークス百舌鳥１０２号 072-242-8238 072-242-8239 合同会社くすの樹
室

居宅介護支援

グリーンハウス百舌鳥ケアプラ
2776502151 堺市北区
ンセンター

ラピス

百舌鳥本町三丁４３０番地２
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072-240-3773 072-240-3776 有限会社ゆらり

072-205-0910 072-205-4097 有限会社愛和会

072-250-1337 072-250-1338 日本メッシュ工業株式会社

072-275-9467 072-275-9468 合同会社ＦＬＵＯＲＩＴＥ

072-255-1658 072-255-1771 社会福祉法人桜会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

感謝の杜ケアプランセンター

2770102602 堺市北区

百舌鳥赤畑町一丁３３番地１

居宅介護支援

ゆたかケアプランセンター

2776500940 堺市北区

百舌鳥赤畑町四丁３３０番地１
072-258-6800 072-258-5600 株式会社ゆたか
－１０１号

居宅介護支援

ケアプランセンターポールス
ター

2776502409 堺市北区

百舌鳥赤畑町一丁６－１

居宅介護支援

栄友社ケアプランセンターほの
2776503241 堺市北区
か

居宅介護支援

ケアプランセンターここね

2776503290 堺市北区

百舌鳥赤畑町１－３７－１０－
072-253-6455 072-275-4681 ケアアンドメディカル株式会社
５Ｆ

居宅介護支援

ケアプランゴール

2776500130 堺市北区

東雲東町一丁６番２号
イツ１０２号

市駅ハ

居宅介護支援

ビーナスケアプランセンター堺 2776503100 堺市北区

東雲東町一丁６－２３
ル１階

宝永ビ

居宅介護支援

ケアートップ

2776502821 堺市北区

大豆塚町二丁１７番地３
ビハイツⅠ１０７号

レザ

居宅介護支援

ベストライフ

2776502888 堺市北区

大豆塚町二丁１７番地３
ビハイツＩ１０５号

レザ

居宅介護支援

ケアプランセンター翼

2776500080 堺市北区

北長尾町五丁６番９号

居宅介護支援

アルコケアプランセンター

2776501955 堺市北区

北長尾町三丁５番３号
オ小島４０２号室

居宅介護支援

グローリーケアプランセンター 2776502482 堺市北区

072-256-1222 072-256-1223 日本ビルディング株式会社

百舌鳥赤畑町一丁８番地４
国ヶ丘ビル２０２

北長尾町４－５－８
２階Ｂ号室
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072-240-2181 072-240-2521 有限会社トムス

三

072-242-6401 072-242-6403 有限会社栄友社

072-240-5006 072-240-5666 株式会社ＧＯＡＬ

072-276-4321 072-242-8430 株式会社ビーナス

072-242-8361 072-242-8391 株式会社花みずき

072-267-4312 072-267-4313 株式会社ＧＲＩＴ

ＪＡＰＡＮ

072-255-5020 072-242-7719 株式会社和
パラシ

協商ビル

072-242-8904 072-242-8914 有限会社ケアサポート関西

072-252-5601 072-252-5602 合同会社オフィス田中

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

居宅介護支援

吉川病院ケアサポートセンター
2770108385 堺市北区
三国ヶ丘

東三国ヶ丘町五丁５番２号

072-240-0323 072-240-0328 医療法人仁悠会

訪問介護

医療法人淳康会
問介護事業所

北清水町二丁４番１号

072-227-8035 072-227-8038 医療法人淳康会

訪問介護

ヘルパーステーション花りぼん
2776003614 堺市堺区
浅香山

北清水町一丁２番１３号

072-222-8300 072-222-8301 ライジングサン株式会社

訪問介護

訪問介護サービス

2776002590 堺市堺区

北庄町一丁２番６号

072-267-4276 072-268-2030 合同会社雅亜グループ

訪問介護

愛の手

2770103030 堺市堺区

香ヶ丘町四丁１番１５号

072-228-5239 072-228-1521 合資会社パラメディカル

訪問介護

介護サービスステーションすず
2770103881 堺市堺区
らん浅香山

香ヶ丘町一丁１３番２０号

072-282-4877 072-282-4878 有限会社アポプロモート

訪問介護

優ヘルパーステーション

香ヶ丘町一丁９番２６号

072-222-5050 072-222-5060 合同会社ラッシュプレミア

訪問介護

やすらぎ倶楽部ヘルパーステー
2776003341 堺市堺区
ション浅香山

香ヶ丘町一丁４番１号
ル１階

072-222-5333 072-222-5444

訪問介護

仁愛ケアサービス

2776003192 堺市堺区

浅香山町二丁４番２４号

072-205-5306 072-205-5316 株式会社仁愛

訪問介護

ヘルパーステーション未知

2776004133 堺市堺区

浅香山町三丁２番３号
イツ２０１号室

072-204-3991 072-204-3991 合同会社昭

訪問介護

あじさい介護サービス

2776000297 堺市堺区

東雲西町一丁５番１３号
Ｔビル１０１号

訪問介護

ニチイケアセンターベルマー
ジュ堺

2770103246 堺市堺区

田出井町１番２－１００号
ルマージュ堺弐番館

堺近森病院訪

笑顔の扉

2776002467 堺市堺区

2776003200 堺市堺区
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太井ビ

サンハ

ＦＩ

ベ

特定非営利活動法人やすらぎ倶
楽部

072-225-3555 072-225-3557 合同会社ピースオブマインド

072-282-8033 072-282-8871 株式会社ニチイ学館

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

訪問介護

ファインケアサービス

2776004182 堺市堺区

訪問介護

ヘルパーステーション

すみれ 2776002491 堺市堺区

訪問介護

たいよう

訪問介護

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

田出井町１番３－２６０５号

072-370-7152 072-370-7152 株式会社Ｆｉｎｅ

中田出井町三丁５番９号

072-249-3300 072-249-3330 株式会社ＨＩＲＯ

2770103105 堺市堺区

今池町一丁４番１１号

072-232-4137 072-226-1332 有限会社たいよう

エール・ジャパン

2770108302 堺市堺区

北三国ヶ丘町一丁１－３７
ゾン三国ヶ丘１０１号

訪問介護

ケア２１堺

2776001113 堺市堺区

北三国ヶ丘町八丁８－１５ Ｄ
072-282-0521 072-282-0621 株式会社ケア２１
ＩＥ ＫＡＢＩＮＥ３階Ｇ号室

訪問介護

フェリーチェ 三国ヶ丘
パーステーション

2776003804 堺市堺区

北三国ヶ丘町五丁２番１号

072-232-1115 072-232-1165 株式会社アンダンテ

訪問介護

ＳＯＭＰＯケア
問介護

2776002293 堺市堺区

中三国ヶ丘町七丁１番９

072-282-7357 072-282-7358 ＳＯＭＰＯケア株式会社

訪問介護

ハロー介護ステーション

2776001337 堺市堺区

南三国ヶ丘町六丁５番１５号

072-275-7365 072-275-7366 株式会社Ｓｔｅｌｌａ

訪問介護

ケアプラスヘルパーステーショ
2770105969 堺市堺区
ン

向陵中町六丁６番１号

072-259-4622 072-259-6890 照恵商事株式会社

訪問介護

ヘルパーステーションドリーム 2770106397 堺市堺区

向陵中町六丁２番１４－３０７
072-259-8104 072-259-0009 有限会社ドリーム
号

訪問介護

ｉスマイル訪問介護ステーショ
2776003093 堺市堺区
ン

向陵中町４－４－３２
ビル３階

訪問介護

桜花ケアサポート

三国ヶ丘

ヘル

訪

2776003333 堺市堺区

メ

チボリ

072-224-2700 072-224-2770 特定非営利活動法人エール

072-370-0128 072-350-3085 合同会社Ａ・Ｓ・Ｓ

向陵中町四丁６番３号 第１三
072-275-9287 072-275-9287 ＩＤＤ合同会社
国ヶ丘コーポ３０２号室
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

アーク介護サービス

2770103378 堺市堺区

向陵東町三丁５番２４号

訪問介護

堺北訪問介護支援センター

2770104913 堺市堺区

向陵東町三丁８番４６号
トビル３階

訪問介護

あさひ介護事務所

2770105456 堺市堺区

向陵東町三丁２番１号
ル２階

訪問介護

ケアサポートこかげ

2776001469 堺市堺区

向陵東町二丁２番１６号
仁徳マンション２号室

訪問介護

訪問介護事業所

2776003242 堺市堺区

向陵東町三丁６－３２
ワール中百舌鳥１Ｂ

訪問介護

ななケアサポート

2776001204 堺市堺区

向陵西町一丁１番１号

訪問介護

とまとケアサービス

2776001287 堺市堺区

向陵西町四丁１１番１５号 ブ
072-275-7224 072-275-7225 株式会社とまと
ライトン三国ヶ丘１０２号室

訪問介護

アバプロジェクト

2776001782 堺市堺区

向陵西町二丁１番３５号
いの情報館２Ｆ

訪問介護

ケア２１三国ヶ丘

2776002459 堺市堺区

向陵西町四丁１番６号 三国ヶ
072-238-5021 072-238-5121 株式会社ケア２１
丘マンション２階３号室

訪問介護

ふくる介護相談所

2776002954 堺市堺区

向陵西町１－３－５
ハイツ１０５号

訪問介護

心あい三国ヶ丘

2776003960 堺市堺区

向陵西町三丁５－３１
ドＭ２ ２０２号

訪問介護

マサキ介護サービス

2770105662 堺市堺区

榎元町五丁１番１９号

そらまめ
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072-257-7821 072-257-7631 有限会社安福介護支援事務所
カズ

和光ビ

第２

サンロ

072-250-5300 072-250-5320 株式会社ディグリス

072-258-5788 072-258-7676 有限会社美徳

072-349-3880 072-349-3881 ＮＰＯ法人こかげ

072-350-4593 072-350-2365 株式会社シェアー

072-225-2330 072-225-2331 株式会社優良館

住ま

ドリーム

メゾン

072-224-5501 072-224-5505 有限会社アバプロジェクト

072-228-5602 072-228-5603 合同会社ふくる

072-275-7783 072-275-7883 しんあい株式会社

072-238-5361 072-238-5362 有限会社マサキ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

訪問介護

訪問介護・エノキ

2776002913 堺市堺区

榎元町三丁３番２１号
ンション１０４号

新宅マ

訪問介護

しあわせ苑

2776002970 堺市堺区

榎元町二丁２番１５号
ンス幸裳苑１０１

レジデ

訪問介護

マザーグース有限会社

2770102123 堺市堺区

四条通５番２３号
ル２０１号

訪問介護

在宅介護ハートスマイル堺東

2770108823 堺市堺区

一条通１７番２８号
２階

谷下ビル

訪問介護

株式会社ライフサポートマドン
2776000537 堺市堺区
ナ

一条通１１番２５号
ＴＭビル３０１号

ライズＯ

訪問介護

やすらぎの介護シャローム大仙 2776000586 堺市堺区

一条通３番２号

訪問介護

アムールケア

訪問介護

訪問介護事業所ふれんど

第５和伸ビ

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-275-5207 072-275-5206 株式会社サポート・エノキ

072-229-2662 072-242-6699 株式会社幸裳苑なかを

072-222-3252 072-223-7793 マザーグース有限会社

072-227-1540 072-227-1708 株式会社ハートスマイル

072-232-3378 072-232-3398

株式会社ライフサポートマドン
ナ

072-224-7200 072-224-7705 シャローム株式会社

2776003366 堺市堺区

一条通１５－２１
ション１Ｆ

2776004166 堺市堺区

一条通１９番２３号

072-225-0355 072-225-0375 一般社団法人朋友会

訪問介護

アイミィライフサポート訪問介
2776001279 堺市堺区
護

幸通３番１７号２Ｆ

080-3852-5782 072-203-5784 株式会社ＹＯＳＨＩ

訪問介護

アニストヘルパーステーション
2776003739 堺市堺区
御陵

御陵通１－６

072-238-2980 072-238-2980 株式会社アニスト

訪問介護

つくしの会堺中央訪問介護セン
2770100747 堺市堺区
ター

翁橋町一丁９番１５号

072-238-4332 072-238-4338 オムニクス株式会社

訪問介護

訪問介護

翁橋町１丁９－１
１０１室

072-343-0809 072-343-0809 株式会社和志エステート

堺

和志縁

2776004125 堺市堺区
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大成マン

シャルム堺

072-224-8055 072-224-8056 合同会社アムール

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

2776004174 堺市堺区

翁橋町一丁１０番１４号
デビル１階

オレンジコープ堺東

2776000743 堺市堺区

北安井町２番６号

訪問介護

笑輪介護サービス

2776003937 堺市堺区

中安井町一丁４番１１号
ツ富士１０３号室

訪問介護

ドンナ・サービス

2770102958 堺市堺区

訪問介護

ベルタウンヘルパーステーショ
2770106223 堺市堺区
ン

訪問介護

清恵会ヘルパーステーション

訪問介護

訪問介護ステーション
タ堺

訪問介護

株式会社ハートフル介護サービ
2770101778 堺市堺区
スセンター

訪問介護

ヘルパーステーション光彩

訪問介護

訪問介護

アシストライフ

訪問介護

アルク

シエス

アル

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-275-7760 072-275-7760 合同会社あすかウィングス

072-225-5515 072-225-5516 泉南生活協同組合
ハイ

072-269-4360 072-269-4353

株式会社Ｓｈｉｎｉｎｇ
ｉｐ

南安井町一丁５番５号

072-226-5200 072-226-5201

有限会社ヒューマンライツ・プ
ラネット

南安井町三丁１番１号

072-221-7089 072-221-7099 社会福祉法人悠人会

2776004034 堺市堺区

永代町二丁３番９号

072-320-9055 072-320-9059 社会医療法人清恵会

2776004018 堺市堺区

賑町２－１－２８
１０３号

072-247-9884 072-247-9885 株式会社ネクティス

賑町ハイツ

南向陽町二丁２番１５号

072-226-5531 072-226-5773 株式会社ハートフル

2776002434 堺市堺区

南向陽町一丁１－１５

072-225-5020 072-225-4020 株式会社ＩＲＯＤＯＲＩ

萌木訪問介護サービス

2776003853 堺市堺区

北花田口町一丁２番１５－６０
072-223-6467 072-233-5332 株式会社四つ葉
３号

訪問介護

ニチイケアセンター堺東

2770100234 堺市堺区

中瓦町一丁１番２１号
幸ビル３階

訪問介護

ゆい訪問介護サービス

2776004141 堺市堺区

中瓦町一丁２番５号
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堺東八

Ｓｈ

072-226-0106 072-226-0107 株式会社ニチイ学館

072-222-0885 072-222-0886 株式会社ＮＯＲＴＨ

ＳＩＤＥ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

訪問介護

あすか介護サービス

2776000230 堺市堺区

南瓦町１番１９号
ルド堺東４０３号

訪問介護

介護２４さかい

2776001048 堺市堺区

新町１一２０
号

リノ堺東２０２

訪問介護

ヘルパーステーション薫風

2776002962 堺市堺区

新町１－２６
０１号

リュウパレス２

訪問介護

あおい

2776003911 堺市堺区

新町１番２０号

072-223-7007 072-223-7008 株式会社楽都

訪問介護

晴れる家大仙公園ヘルパース
テーション

2776004265 堺市堺区

大仙中町５番１４号

072-243-4640 072-243-0380 シャローム株式会社

訪問介護

介護センター青いりんご

2776000149 堺市堺区

百舌鳥夕雲町一丁７９番地２

072-243-3477 072-243-3478 株式会社青いりんご

訪問介護

ニチイケアセンター堺緑ヶ丘

2776000529 堺市堺区

緑ヶ丘中町一丁４番３０号

072-244-0265 072-244-0266 株式会社ニチイ学館

訪問介護

特定非営利活動法人ほのぼのス
2770104749 堺市堺区
テーション

旭ヶ丘南町一丁３－２３

072-244-3656 072-244-3656

訪問介護

ヘルパーステーション

ゆず友 2776004059 堺市堺区

旭ヶ丘南町三丁２番２号

072-241-8080 072-241-8080 合同会社ＳＵＭＭＥＲ

訪問介護

耳原ヘルパーステーションとも
2776000420 堺市堺区
うず老松

旭ヶ丘中町二丁１番地７

072-245-2990 072-245-2991 社会医療法人同仁会

訪問介護

ヘルパーステーション幹々

2776002400 堺市堺区

旭ヶ丘中町二丁１－１０－１０
072-244-8887 072-247-7566 株式会社裕々
１

訪問介護

ニチイケアセンター津久野

2776000636 堺市堺区

神石市之町１６番２５号
ＣＴファーストビル
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グラン・ビ

事業所TEL

ＦＯ

072-268-2213 072-228-8112 特定非営利活動法人トラスト

072-224-7337 072-224-7338 株式会社エイドホーム

072-256-4539 072-256-4529 株式会社くれよん

特定非営利活動法人ほのぼのス
テーション

072-267-6525 072-266-5271 株式会社ニチイ学館

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

訪問介護

あいヘルパーステーション神石 2776002228 堺市堺区

訪問介護

七福神ケアステーション

訪問介護

訪問介護

訪問介護

訪問介護

訪問介護ステーション笑楽
津

訪問介護

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

神石市之町４番２２号２

072-275-6601 072-275-6602 有限会社信

石津町三丁１番１号

072-245-2560 072-245-2561 合同会社ドリーム＆エボォルブ

わかアルデシア訪問介護ステー
2776003150 堺市堺区
ション

石津町三丁７番４４号

072-280-1812 072-280-1811 株式会社ニコグループ

2776003523 堺市堺区

石津町三丁１４番３号

072-280-2021 072-280-2022 ＭＭＲ泉株式会社

2776003564 堺市堺区

石津町三丁１４番５４号

072-350-3900 072-350-3899 株式会社ビオネスト

ケアセンター堺さわらび

2776002772 堺市堺区

高砂町三丁７７番地２

072-280-0101 072-280-0102 医療法人慈友会

訪問介護

愛らいふホームヘルパー派遣

2770101463 堺市堺区

協和町三丁１２８番地１１

072-245-3711 072-245-3322 社会福祉法人堺中央共生会

訪問介護

株式会社エルダーエイド

2776001907 堺市堺区

石津北町９３番地１

072-280-5028 072-280-5086 株式会社エルダーエイド

訪問介護

けやきサポート

2776001329 堺市堺区

昭和通４－６１

072-242-3063 072-242-3065 株式会社けやきサポート

訪問介護

ハッピースタッフ堺

2776004240 堺市堺区

昭和通１丁７番地３

072-243-7752 072-243-7751 株式会社ライフケア・ビジョン

訪問介護

訪問介護ステーションめぐみ

2776003515 堺市堺区

春日通四丁２３番２１号

072-280-3718 072-280-3788 ＭＭＲ泉株式会社

訪問介護

ふっき支援サービス

2776001550 堺市堺区

東湊町３－２２２－３

072-275-8086 072-275-8087 株式会社ナイスサポート

2776003010 堺市堺区

恵乃郷
石
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所TEL

事業所FAX

法人名

出島町五丁６番１７号

072-244-6216 072-244-6217 株式会社ＭＪクオリティ

介護サービスステーションきず
2770103485 堺市堺区
なの会

西湊町六丁４番３号

072-243-7600 072-243-7608 特定非営利活動法人きずなの会

訪問介護

ペガサスヘルパーセンター雅老
2776003283 堺市堺区
園

楠町二丁１番２０号

072-245-8816 072-245-8802 社会福祉法人風の馬

訪問介護

訪問介護ステーション
く幸寿苑くすのき

2776003606 堺市堺区

楠町一丁３番２０号

072-244-2688 072-244-2681 株式会社幸寿苑

訪問介護

有限会社ひかり

2770105597 堺市堺区

柏木町一丁１番１６号

072-245-5455 072-243-0723 有限会社ひかり

訪問介護

訪問介護優

2776000339 堺市堺区

柏木町四丁３番２２号

072-247-7747 072-247-7577 伸光熔接株式会社

訪問介護

ニチイケアセンター七道

2776003754 堺市堺区

三宝町４丁２５４番地１ オー
072-225-0617 072-222-0378 株式会社ニチイ学館
エフシー三宝ビル２０３号室

訪問介護

訪問介護

2776003648 堺市堺区

桜之町東二丁１番９号

072-275-9121 072-275-9121 ＡＳ合同会社

訪問介護

ゆうあいケアセンター

2770104582 堺市堺区

綾之町東一丁３番３２号

072-223-5963 072-223-5964 株式会社ライフメイト

訪問介護

有限会社ひまわり訪問介護サー
2770102909 堺市堺区
ビス

北旅籠町西一丁１番２４号

072-224-2442 072-224-2448

訪問介護

ケアセンターつばき

2776001311 堺市堺区

柳之町東一丁１－７ ＫＯＫＯ
メディカルムーブメント株式会
072-275-7761 072-275-7762
レジデンスＡ３０３号室
社

訪問介護

笑若庵ヘルパーステーション

2770105647 堺市堺区

神明町東三丁１番３２号

訪問介護

ケアクオリティ・うららか

訪問介護

らくら

花笑み

2776003101 堺市堺区

事業所所在地（町番地）
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有限会社ひまわり訪問介護サー
ビス

072-223-8017 072-223-8014 有限会社笑若庵

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

訪問介護

やすらぎのオレンジ館堺営業所 2776001089 堺市堺区

訪問介護

フィーカ堺

訪問介護

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

宿屋町東一丁１番４号

072-226-1165 072-226-1187 日清住宅サービス株式会社

2776003275 堺市堺区

櫛屋町東二丁２番６
室

072-232-8281 072-232-8280 コスモスフィーカ株式会社

サンテケア

2776001162 堺市堺区

戎之町東一丁１－２１

２階

訪問介護

ピーチケアステーション

2776002277 堺市堺区

熊野町東三丁２－１７
イツ１０１号

太陽ハ

訪問介護

オールマイティー

2770104731 堺市堺区

甲斐町西三丁２番７号

072-221-9221 072-222-8279 オールマイティー株式会社

訪問介護

ヘルパーステーションアル・
ソーレ

2770104822 堺市堺区

甲斐町西二丁１番１５号

072-222-2262 072-222-2302 社会福祉法人南の風

訪問介護

甲斐町ケアサービス

2770106835 堺市堺区

甲斐町西二丁２番３５号

072-221-2436 072-221-2437 有限会社甲斐町ケアサービス

訪問介護

介護サービスステーションすず
2770101075 堺市堺区
らん

甲斐町東二丁１番１４号
ｗｉｃビル３階

訪問介護

はるのヘルパーステーション

2776003317 堺市堺区

大町東３－１－１２

訪問介護

ケアコート

2776003978 堺市堺区

大町東三丁２番６号
室

訪問介護

介護支援グループさんらい

2770104525 堺市堺区

宿院町東二丁２番１５号
らいビル１階

訪問介護

エルケア株式会社エルケア宿院
2776001725 堺市堺区
ケアセンター

１０１号

Ｇ－

072-229-6800 072-229-6801 株式会社倉本

072-228-9551 072-226-6789 有限会社アポプロモート

072-282-7622 072-282-7623 社会福祉法人天照会
２０２号

さん

少林寺町西一丁１番１０号
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072-223-0711 072-223-0713 有限会社Ｍ２

070-1393-1396 06-6776-2634 コアプラン株式会社

072-282-6812 072-222-6356 三和機電工業株式会社

072-232-7721 072-232-7722 エルケア株式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

法人名

訪問介護

訪問介護ライズケア

2776003994 堺市堺区

少林寺町西一丁１番８号
Ｇビル４０３号室

訪問介護

すずな介護サービス

2776004042 堺市堺区

寺地町東４－１－８
ション１０１号室

訪問介護

木の実ヘルパーステーション

2776000503 堺市堺区

新在家町東二丁１番２号
家１４１ １０２号

訪問介護

訪問介護ステーション悠

2776001766 堺市堺区

南旅篭町東一丁２番２号

訪問介護

訪問介護事業所

2776004190 堺市堺区

南旅篭町東四丁３番１１号
たごハイツ２階

訪問介護

おりーぶの森ヘルパーステー
ションさかい

2776002145 堺市堺区

南半町西二丁４－３

072-222-3288 072-222-3235 オリーブ株式会社

訪問介護

笑みヘルパーステーション

2776001410 堺市堺区

南旅篭町西一丁１番１３号

072-224-5150 072-228-3355 株式会社ＥＭＩ

訪問介護

ニチイケアセンター堺

2770102206 堺市堺区

竜神橋町一丁２番１６号
ビル２階Ｂ号

072-226-0313 072-226-0314 株式会社ニチイ学館

訪問介護

サカイあすか訪問介護センター 2770108286 堺市堺区

住吉橋町一丁２番１２号

072-227-0113 072-227-0135

訪問介護

訪問介護ステーション笑楽

堺 2776003036 堺市堺区

住吉橋町二丁１番１２号

072-350-3822 072-350-3821 株式会社ビオネスト

訪問介護

訪問介護ステーションあすなろ 2770103717 堺市堺区

大浜北町三丁４番２－１００１
072-222-1026 072-222-1016 有限会社あすなろ
号

訪問介護

りんごハウスヘルパーステー
ション

大浜北町三丁６番７号
ハウス１０２

虹来

2776000222 堺市堺区
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ＰＳ

事業所FAX

寺地マン

新在

072-221-5566 072-221-5567 合同会社ライズケア

072-269-4151 072-269-4153 株式会社森本工務店

072-223-5576 072-223-5578 有限会社木の実

072-282-7770 072-282-7535 合同会社ＫＹＮ
は

山久

りんご

072-225-0728 072-225-0718 ランドマーク株式会社

有限会社あすか訪問介護セン
ター

072-222-8038 072-242-6068 株式会社りんごハウス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

訪問介護

いきいきヘルパーステーション 2776000248 堺市堺区

訪問介護

えんじぇる訪問介護

訪問介護

介護支援センターみやこ堺

訪問介護

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

大浜北町三丁１０番１６号

072-225-1619 072-225-1617 株式会社自他利

2776001634 堺市堺区

大浜北町二丁４番２１号

072-229-9246 072-242-6622 えんじぇる株式会社

2776003762 堺市堺区

大浜北町３－１１－１８

072-223-0555 072-223-3933 株式会社都エンタープライズ

れんげ草ヘルパーステーション 2776001816 堺市堺区

大浜南町三丁１－１３

072-242-8100 072-242-8134 株式会社蓮華草

訪問介護

ハートピア堺ヘルパーステー
ション

海山町三丁１５０番地１

072-222-8080 072-222-8778 社会福祉法人堺福祉会

訪問介護

介護へルパーステーションほほ
2770105852 堺市堺区
えみ

海山町四丁１６５－１
０２号

072-226-7660 072-226-7661 有限会社ほほえみ

訪問介護

すけさんケアセンター

2776001444 堺市堺区

海山町一丁３１番１０号

072-320-8014 072-320-8074 株式会社わいわい

訪問介護

ジョイ・オブ・ライフ

2776003176 堺市堺区

海山町三丁１４５
庄２００号

072-232-2014 072-232-2015 株式会社ジョイ・オブ・ライフ

訪問介護

海山町ヘルパーステーション

2776003457 堺市堺区

海山町三丁１５４－４

訪問介護

ライブリーケアステーション堺 2776004075 堺市堺区

戎島町二丁５３番地１
コービル２０３号室

訪問介護

老人デイサービスセンター結い
2770102750 堺市西区
の里

浜寺石津町西五丁１１番２１号 072-267-6870 072-267-6860 社会福祉法人コスモス

訪問介護

愛・ふるさとケアセンター

2776300697 堺市西区

浜寺石津町西四丁１５番３９号
072-241-1510 072-241-1510 株式会社愛・ふるさと
浜寺田中コーポ１階

2770101083 堺市堺区
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ルネ１

シャトー川

072-232-0777 072-232-0789 株式会社ヒロコーポレーション
キッ

072-275-6422 072-248-8332 株式会社ＬＡＵＧＨ

ＪＯＹ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

訪問介護

のぞみ介護サービス

訪問介護

訪問介護事業所

訪問介護

事業所所在
事業所番号 地（区）

2776301885 堺市西区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

浜寺石津町西一丁３番２１－３
072-247-9027 072-247-9028 のぞみ訪問介護株式会社
０１号

なでしこ浜寺 2776302784 堺市西区

浜寺石津町西二丁６番１７

072-244-9601 072-244-9610 株式会社ハートリンクケア

ケアアシストこころ

2776303048 堺市西区

浜寺石津町西四丁１－２２

072-247-7837 072-247-7838 合同会社ＫＯＴＯＢＵＫＩ

訪問介護

ゆめケアサービス浜寺

2776303188 堺市西区

浜寺石津町西四丁１４番１２号 072-245-5555 072-245-0808 アップサポート合同会社

訪問介護

ありんな

2776303238 堺市西区

浜寺石津町西四丁２７番４号

072-256-4397 072-256-4398 ＡＲＩＮＮＡ合同会社

訪問介護

訪問介護たつみケア

2776302024 堺市西区

浜寺石津町中一丁３番９号

072-241-7292 072-247-9414 有限会社ケアサプライ

訪問介護

ケアセンター

2776302479 堺市西区

浜寺石津町中三丁３番２号

072-205-5145 072-205-5145 合同会社一笑縁

訪問介護

ゆず介護サービス

2776302636 堺市西区

浜寺石津町中四丁１６番４号

072-280-0076 072-280-0086 合同会社ゆずサポート

訪問介護

ケアセンターまごころ石津

2776302792 堺市西区

浜寺石津町中一丁７－１４

072-244-7344 072-244-7345 株式会社ゆきあい

訪問介護

楓

2776302867 堺市西区

浜寺石津町中四丁９番２２号
石津マンション１階３号

072-241-5678 072-241-5677 合同会社大梅

訪問介護

ケアセンターまごころ堺

2776302958 堺市西区

浜寺石津町中一丁７－１６

072-275-8267 072-275-8268 株式会社ゆきあい

訪問介護

アイ・ドゥ福祉サービス

2770104319 堺市西区

浜寺石津町東三丁６番３４号

072-241-0298 072-244-3664 富久屋運送株式会社

ページ・ワン
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

マミードリーム

2776302503 堺市西区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

浜寺石津町東三丁１番１５号１
072-370-1180 072-370-1181 合同会社エム・ケイ・ワイ
階

訪問介護

訪問介護

訪問介護

訪問介護ステーションＨＩＢＩ
2776303147 堺市西区
ＳＵ石津川

訪問介護

こもれびケア堺

2776303303 堺市西区

浜寺石津町東３－９－１４

072-370-7136 072-370-4284 一般社団法人こもれび

訪問介護

ライフフォース浜寺船尾

2776302594 堺市西区

浜寺船尾町東１－１３３－１

072-262-6060 072-262-6070 ライフフォース株式会社

訪問介護

介護支援センター船尾株式会社 2776300846 堺市西区

浜寺船尾町西一丁４の８

072-269-4162 072-269-4262 介護支援センター船尾株式会社

訪問介護

訪問介護ふんわり

2776302370 堺市西区

浜寺船尾町西一丁１０４番地

072-268-5502 072-268-5503 ふんわり合同会社

訪問介護

セルビス介護支援センター

2776300077 堺市西区

浜寺元町一丁１１８

072-267-1566 072-267-1568 株式会社セルビス

訪問介護

訪問介護ステーション創和堺事
2776301026 堺市西区
業所

浜寺元町五丁６２６番地８
パークハイツ浜寺１０２号

072-267-1337 072-267-1338 有限会社創和

訪問介護

訪問介護ステーション福始

2776303212 堺市西区

浜寺昭和町２－２７７－７

072-264-8220 072-264-8221 株式会社福始

訪問介護

トラストマインド浜寺

2776303279 堺市西区

浜寺公園町１－６

072-262-7010

訪問介護

訪問介護事業所・ホームケアプ
2770102933 堺市西区
ランサービス

浜寺諏訪森町中三丁２４６番地
072-265-1059 072-265-8059 ホームサービス有限会社
１０３号室

訪問介護

メディプラス訪問介護センター 2776302859 堺市西区

浜寺諏訪森町中二丁１８６番地
072-267-4076 072-267-4096 株式会社メディプラス
１

浜寺石津町東二丁５番２７号－
072-276-4351 072-276-4352 株式会社ＢＩＳＣＵＳＳ
１階
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株式会社トラストマインド

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

2776302990 堺市西区

訪問介護

ニチイケアセンター浜寺

訪問介護

訪問介護事業所ｃｏｃｏ－ｌｉ
2776302081 堺市西区
ｎｅ

訪問介護

ケアセンター大輪

訪問介護

在宅サービス
ホーム上野芝

訪問介護

あきつ

訪問介護

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

浜寺諏訪森町中二丁１８６－１
072-267-2688 072-266-0081 株式会社ニチイ学館
３
上野芝町五丁１１－１３

072-243-9601 072-243-9610 株式会社ＯＣＥＡＮ

上野芝町四丁７番９号１０２

072-370-7866 072-370-7866 合同会社太陽

北条町二丁２４番６号

072-276-7071 072-276-7078 大阪いずみ市民生活協同組合

2776301661 堺市西区

北条町一丁３番６号

072-279-2615 072-279-2617

アルクケアステーション

2776302974 堺市西区

北条町一丁１５番１６号
ビル１－Ｄ

訪問介護

有限会社タイヨウビジネス

2770102917 堺市西区

上野芝向ヶ丘町一丁２番１８号 072-279-1939 072-279-2039 有限会社タイヨウビジネス

訪問介護

晴れる家５号館ヘルパーステー
2776302669 堺市西区
ション

訪問介護

ヘルパーステーション双修

訪問介護

2776302800 堺市西区

コープスマイル
2770108567 堺市西区
訪問介護

大啓

特定非営利活動法人次世代育
成・少子化対策研究会

072-242-8251 072-242-8261 合同会社アルク

上野芝向ヶ丘町六丁６－１６

072-276-0909 072-276-0910 エクレシア株式会社

2776301067 堺市西区

家原寺町一丁８番４１号

072-271-2220 072-271-1300 株式会社双修

えんむすびケアステーション

2776301349 堺市西区

堀上緑町一丁８番第６３号棟１
072-269-4388 072-269-4389 株式会社えんむすび
０５号室

訪問介護

きいちご畑

2770108492 堺市西区

平岡町９２番地１３

072-272-4666 072-272-4667 有限会社きいちご畑

訪問介護

介護事業所まごころケアサービ
2776302362 堺市西区
ス

平岡町４５番地１

072-260-0556 072-260-6633
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株式会社ハイパーエージェン
シー

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

アップライフ介護サービス

2776300994 堺市西区

神野町三丁５番２８号

072-260-5005 072-260-5006 ケアズプランニング株式会社

訪問介護

ヘルパーステーション
イド上野芝

ユアサ

2776301653 堺市西区

神野町三丁１番２３号

072-289-9680 072-289-9681 株式会社ユアサイド

訪問介護

ヘルパーステーション

ふくべ 2776302263 堺市西区

神野町一丁１４－１７

072-349-8791 072-349-8793 合同会社華音

訪問介護

ハピネス在宅支援センター

2770106900 堺市西区

上６６６番地の１

072-274-8003 072-273-6081 有限会社ハピネス

訪問介護

ヘルパーステーションさち

2776300150 堺市西区

上１６５番地１１

072-284-7811 072-284-7811 さち株式会社

訪問介護

介護ステーション福老

2776302412 堺市西区

上１９８番地７５

072-273-5577 072-350-2175 合同会社タケユウ

訪問介護

のんびぃケアセンター

2776302495 堺市西区

上５２７番地３

072-290-7063 072-290-7064 株式会社エスライン

訪問介護

アニストヘルパーステーション
2776302644 堺市西区
堺

上５４０－２２

072-271-7170 072-271-7170 株式会社アニスト

訪問介護

堺福泉療護園ホームヘルパース
2770101182 堺市西区
テーション

草部３４１番地

072-272-7770 072-271-0082 社会福祉法人あすなろ会

訪問介護

株式会社笑福ホームヘルパース
2770106280 堺市西区
テーション

草部２５４番７

072-271-2951 072-271-2952 株式会社笑福

訪問介護

ケアサービスはるかぜ

2770107700 堺市西区

草部２３６

072-372-7075 072-372-7053 有限会社はるかぜ

訪問介護

パルハウスくさべホームヘル
パーサービス

2776300531 堺市西区

草部１４１７

072-275-0111 072-275-0075 社会福祉法人和風会
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

訪問介護

オレンジヘルパーステーション 2776301869 堺市西区

訪問介護

居宅介護

訪問介護

ベルアンサンブルヘルパース
テーション

訪問介護

訪問介護ステーションつばき堺 2776300473 堺市西区

訪問介護

りんくケアサービス

訪問介護

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

草部１１１８－３

072-349-4165 072-349-4164 株式会社グリーンレスト

2776302602 堺市西区

草部３７８－３

072-260-5778 072-260-5779 株式会社アキ

2776301208 堺市西区

菱木一丁２３４３番１１

072-349-6754 072-349-6734 社会医療法人生長会

山田一丁１０８４番１

072-260-5771 072-260-5772

2776301943 堺市西区

山田二丁５１番地６

072-290-7264 072-290-7265 株式会社アシスト

ケアステーションすみれの家

2776302909 堺市西区

山田二丁１８９番８号

072-290-7541 072-290-7551 株式会社メディカルケア堺

訪問介護

虹色クジラ

2776303055 堺市西区

山田一丁１２０３番地８

072-289-8851 072-289-8852 株式会社虹色のトビラ

訪問介護

リーヴケア訪問介護ステーショ
2776303196 堺市西区
ン

原田１０３番地３
２Ｆ

072-272-8848 072-272-8849 合同会社ＴＫＯ

訪問介護

はーとらんどホームヘルパース
2770101471 堺市西区
テーション

津久野町一丁７番２０号

072-272-7477 072-272-7412 社会福祉法人フローラ藤の会

訪問介護

おおとり福祉会ヘルパーステー
2770101729 堺市西区
ション

鳳東町六丁６５９番地１

072-275-1555 072-275-1775 社会福祉法人おおとり福祉会

訪問介護

有限会社ケア・フル和

2770103766 堺市西区

鳳東町三丁２７９番地

072-260-0753 072-260-0555 有限会社ケア・フル和

訪問介護

くらしいきいきケアサポートわ
2776300853 堺市西区
かば

鳳東町七丁７５５－３
ハイツ１０１

かがやき
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ヨーク原田

サニー

株式会社カメリヤ・プランニン
グ

072-369-4305 072-369-4306 合同会社来夢

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

訪問介護

ファミリア介護サービスセン
ター

2776302255 堺市西区

鳳東町一丁６３番地２
ヴェール鳳１Ｆ

訪問介護

ゆうそら堺

2776302347 堺市西区

鳳東町七丁８３８
０３号

光大ビル２

訪問介護

耳原ヘルパーステーションとも
2776300267 堺市西区
うず鳳

鳳南町五丁５９５
ニック内

耳原鳳クリ

訪問介護

ヘルパーステーションお結び

2776300457 堺市西区

鳳南町三丁２０２－１３

072-260-1120 072-260-1105 株式会社愛と真舎

訪問介護

ホワイトロード株式会社ヘル
パーステーションはっち

2776300796 堺市西区

鳳南町五丁６５８－２０

072-260-5720 072-260-5721 ホワイトロード株式会社

訪問介護

ヘルパーステーションひまわり
2776301752 堺市西区
の家鳳

鳳南町四丁４７６－２

072-272-0176 072-272-0201 社会福祉法人ひまわり会

訪問介護

ウェルＦｉｒｍ訪問介護

2776303063 堺市西区

鳳南町一丁３番３号

Ｗ６号室 072-274-7856 072-274-7858

訪問介護

Ｓ－ＯＮＥ介護センター

2770108732 堺市西区

鳳西町一丁７９－８
ユ鳳１０３号

ファミー

訪問介護

しあわせ介護支援センター

2776300978 堺市西区

鳳西町一丁８１番地１ マン
ションスカイハイツ１０号

072-201-1861 072-201-1861

訪問介護

のぞみヘルパーステーション

2776301281 堺市西区

鳳西町一丁２３番地９

072-275-5975 072-275-5974 株式会社

訪問介護

ヘルパーステーションクオレ堺
2776301810 堺市西区
鳳

鳳西町二丁９１－５

072-263-8808 072-268-2310 株式会社クオレ

訪問介護

ねこのヘルパーステーション

鳳西町三丁７５６番地５

072-265-2280 072-262-6466 株式会社ねこ

2776301901 堺市西区
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リ

事業所TEL

072-271-5505 072-271-5502 株式会社ファミリア

072-271-1320 072-271-1340 株式会社優空

072-260-5060 072-260-5070 社会医療法人同仁会

株式会社ＷｅｌｉｎｎｏｖＡｔ
ｉｏＮ

072-264-1018 072-264-1018 有限会社ＡＹＡＮＯ
株式会社しあわせ介護支援セン
ター
つづみ草

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776302289 堺市西区

鳳西町三丁９番６号

訪問介護ステーションモコ

2776302511 堺市西区

鳳西町二丁２８－２ マンショ
ン（ラ・メール）１階１０３号 072-242-4345 072-242-4346 株式会社ＵＳコーポレーション
室

訪問介護

ケアステーションナオビッグ

2776303204 堺市西区

鳳西町二丁８０－１

訪問介護

ピースケア

2770103774 堺市西区

鳳中町十丁６番地１
竹ヶ城３Ｃ

訪問介護

介護センタースマイル

2770106736 堺市西区

鳳中町五丁１５３番地１

072-288-7272 072-288-7273 株式会社スマイルケアサポート

訪問介護

ニチイケアセンターおおとり

2770106983 堺市西区

鳳中町七丁２４０番地

072-267-7810 072-264-9363 株式会社ニチイ学館

訪問介護

清流ヘルパーステーション

2776301737 堺市西区

鳳中町十丁６－１
城１Ｃ号室

072-265-0077 072-265-0087 合同会社哲人社

訪問介護

ケアセンター

2776302487 堺市西区

鳳中町十丁１１－１

072-261-0671 072-261-0681 株式会社いーくぉる

訪問介護

セカンド・ライフ鳳

2776302552 堺市西区

鳳中町十丁９番１

072-266-6771 072-266-6772 株式会社セカンド・ライフ

訪問介護

ライフケア

2776302750 堺市西区

鳳中町二丁２３－５６

072-267-4645 072-267-4644 一般社団法人ライフ

訪問介護

ケア２１鳳

2776302933 堺市西区

鳳中町二丁２４番地
２階２Ａ号室

072-265-8321 072-265-8322 株式会社ケア２１

訪問介護

ａｃｔｏｒ訪問介護ステーショ
2776302982 堺市西区
ン

訪問介護

まごころケア

訪問介護

みつばち

なごみの家

072-261-2828 072-261-2828 密野石油株式会社

072-266-7778 072-266-7800 株式会社ナオビッグ
パレス

パレス竹ヶ

岸田ビル

鳳中町三丁７５－８－１０５
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072-268-4606 072-268-4616 有限会社ピースケア

072-275-8859 072-275-8849 合同会社ＴｒｉＯ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

サニーサイド

2776303253 堺市西区

鳳中町十丁７番地１４

072-267-1773 072-267-1775 株式会社ＶＭＣトレーディング

訪問介護

ペガサスヘルパーセンター

2776301158 堺市西区

鳳北町十丁７番１階

072-265-1500 072-265-1562 社会医療法人ペガサス

訪問介護

サポートセンターリバティ

2776301190 堺市西区

鳳北町八丁６番地

072-261-3711 072-261-3711 合同会社セブンスリー

訪問介護

ゆるりヘルパーステーション

2776301331 堺市西区

鳳北町８丁４３３－１
ル２ １０２号

訪問介護

ケアステーション笑

2776301414 堺市西区

鳳北町三丁１５０
Ｆ

訪問介護

訪問介護サービスｉｎｎｏｃｅ
2776103273 堺市中区
ｎｔ

学園町３番１０号

072-230-2611 072-230-2612

訪問介護

訪問介護サービス

2776102861 堺市中区

新家町１－１２

072-349-6132 072-349-6133 合同会社ＬＩＮＫＬＩＮＥ

訪問介護

メリーケアサービス

2776102887 堺市中区

新家町２９６番地１５

072-234-3489 072-234-3489 株式会社Ｍｅｒｒｙ

訪問介護

ウインド介護サービス

2776100147 堺市中区

大野芝町２４０番地５

訪問介護

あいあいヘルパーステーション 2776103398 堺市中区

大野芝町１７０番地１１

072-206-1285 072-206-1286 株式会社Ｍａｒｋｓ

訪問介護

医療法人浩仁会 ヘルパース
テーション オリーブの樹

2776103638 堺市中区

大野芝町１６８番地１

072-239-1165 072-239-1167 医療法人浩仁会

訪問介護

介護支援センターだいせん

2770105613 堺市中区

土塔町１５５番１

072-230-0201 072-230-0205 医療法人大泉会

りんく
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角野ビ

松尾ビル３

２階

072-268-4080 072-268-4081 株式会社ステージ

072-350-3806 072-350-3807 株式会社笑
株式会社メディカルｉｎｎｏｃ
ｅｎｔ

Ｃａｒｅ

072-236-1468 072-236-1480 有限会社ウインド介護サービス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

やすらぎ倶楽部ヘルパーステー
2776102150 堺市中区
ション咲楽

訪問介護

まつわ介護サービス

2776102960 堺市中区

深井東町３１８９番地１０１号
072-270-8033 072-270-8035 株式会社松和
クレセントカシダⅡ

訪問介護

在宅ケアサービスソラスト堺

2770107601 堺市中区

深井沢町３１４２番
ニックセンタービル

訪問介護

ひかりケアステーション

2776101004 堺市中区

深井沢町３２６５番

072-270-2095 072-276-4095 株式会社ＧＶＰマネージメント

訪問介護

ケアステーションあしびな

2776101558 堺市中区

深井沢町３２７９番地

072-242-7567 072-242-7568 一般社団法人尊人会

訪問介護

ケア２１深井

2776103406 堺市中区

深井沢町３１２４番
ム格谷１０５号

072-242-0021 072-242-1021 株式会社ケア２１

訪問介護

パンダケアステーション

2776103687 堺市中区

深井沢町３３０９番地１
イスコート善５０１号

グレ

訪問介護

コアラケアステーション

2776103729 堺市中区

深井沢町３３０９番地１
イスコート善３０１号

グレ

訪問介護

プラウド介護サービス

2776100279 堺市中区

深井水池町３２７６番地
ト水池ビル３０１号室

ハー

訪問介護

ふぁうすと介護センター

2776102226 堺市中区

深井水池町３０８０番地

072-268-5517 072-268-5518 株式会社ファウスター

訪問介護

こうせん介護サービス

2776101012 堺市中区

土師町三丁８番１－１０４

072-276-0701 072-276-0702 株式会社エーシン

訪問介護

介護ステーションなの花・堺

2776101319 堺市中区

土師町一丁１２番２５号

072-276-0257 072-276-0258 有限会社ＫＡＴＥ

072-234-3311 072-234-6160

土塔町２０４４－６０
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霜野クリ

サンハイ

特定非営利活動法人やすらぎ倶
楽部

072-276-7015 072-276-7016 株式会社ソラスト

072-242-6904 072-242-6905 合同会社ＰＡＮＤＡ

050-8883-8508 050-8883-8509 株式会社アーカイブ

072-225-4150 072-225-4150 株式会社ビルドアップ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

訪問介護

ケアサポートしののめ

2776102101 堺市中区

土師町二丁３３－３７

訪問介護

ロード

2776102333 堺市中区

土師町五丁１２－２７
コート１０２号

ベル

訪問介護

コージーステーション土師

2776102762 堺市中区

土師町三丁１９－３３
ジーガーデン土師内

コー

訪問介護

ヘルパーステーション

訪問介護

訪問介護

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-281-4310 072-281-4320 社会福祉法人自立支援協会

072-206-0801 072-206-0809 株式会社Ｒｏａｄ

072-276-3775 072-276-3771 有限会社スペース・アズ

土師町１丁１７番３７号
ビューハイツ土師２０５号

072-323-0871 072-323-0871 合同会社プラスアルファ

ヘルパーステーションクレーネ
2770104228 堺市中区
堺

福田３３９番地２

072-230-5288 072-230-5289

アガペの里介護ステーション

2776100683 堺市中区

福田４６４番地６

072-234-2202 072-234-2204 株式会社亀田

訪問介護

アステル介護ステーション

2776101996 堺市中区

福田６０１番地

072-237-2653 072-237-2654 株式会社アステル

訪問介護

訪問介護アイリーライフ

2776102192 堺市中区

福田１０２３番地８

072-283-4418 072-283-4418 アイリーライフ合同会社

訪問介護

赤坂事業所

2776103042 堺市中区

福田１０６１－５－２０２

072-292-1361 072-294-6025 一般社団法人福祉社会協会

訪問介護

ヘルパーステーション遊陶里

2776103265 堺市中区

福田５４１番１

072-230-5000 072-230-5077 社会福祉法人幸雪会

訪問介護

ヘルパーステーション福町

2776103364 堺市中区

福田１４番地５

072-247-5308 072-247-5502 一般財団法人氏家記念財団

訪問介護

ヘルパーステーション
う

2776103695 堺市中区

陶器北６９３番地４号

072-236-1115 072-236-1115 株式会社幸寿

ジョイ 2776103745 堺市中区

けんこ
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社会福祉法人エージングライフ
福祉会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776100691 堺市中区

上之５６６－５

072-236-5117 072-236-5117 株式会社夢花

2776103547 堺市中区

田園１００１－４０

072-289-7121 072-289-7122 株式会社ＣＬＡＮ

東山８４１番地１

072-289-7034 072-234-4691 社会福祉法人悠人会

東山９５３－３
階

072-230-1158 072-230-1258 株式会社希望社

訪問介護

介護サービスゆめか

訪問介護

訪問介護ＣＬＡＮ堺

訪問介護

ベルファミリアヘルパーステー
2770101786 堺市中区
ション

訪問介護

希望介護ステーション

訪問介護

訪問介護ステーションひがしや
2776100857 堺市中区
ま

東山７１９番地１

072-230-0307 072-230-0308

訪問介護

丸和ケアセンター

2776101459 堺市中区

東山５５２番地２

072-320-8445 072-320-8635 株式会社溝畑

訪問介護

うるし介護サービス

2776102721 堺市中区

東山１０１３
１０１号室

072-247-5516 072-247-5516 株式会社ＣｏＣｏ

訪問介護

ヘルパーステーションレガート
2776103083 堺市中区
堺

訪問介護

なお介護サービス

訪問介護

訪問介護

訪問介護

訪問介護

田園

2776100576 堺市中区

ウインビル１

パレドール東山

社会福祉法人コミュニティ福祉
会

東山１７５番３号

072-289-1165 072-289-1185 株式会社レガート

2776103331 堺市中区

東山６５９番地１－１０７

072-355-6099 072-355-9397 合同会社ＴＡＫＵＭＩ

2776103737 堺市中区

東山５１５

072-289-5075

やすらぎの園ホームヘルパース
2770102057 堺市中区
テーション

深井畑山町２５２８番地１

072-270-7000 072-270-7100 社会福祉法人稲穂会

ベルアモールヘルパーステー
ション

深井畑山町２１１番地

072-277-7711 072-270-7735 社会医療法人生長会

はるく

2770104368 堺市中区
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合同会社優心

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

ケアセンターフォーユー畑山

2776101517 堺市中区

深井畑山町２６３１番１

072-276-0205 072-276-0206 株式会社フォーユー

訪問介護

訪問介護センターつつみ

2776101137 堺市中区

平井１０２８番地７

072-230-2234 072-230-2235 株式会社グロース

訪問介護

ヘルパーステーションふたば

2776102218 堺市中区

平井３１４番地

072-270-3345 072-270-3345

訪問介護

訪問介護じゅえる

2776102556 堺市中区

平井２３８番地５

072-247-8815 072-247-8825 株式会社ジュエル

訪問介護

あゆら訪問介護

2776102622 堺市中区

平井１７番地２

072-283-7717 072-201-7045 特定非営利活動法人暁会

訪問介護

在宅訪問介護

2776103430 堺市中区

平井３８番地７

072-275-9116 072-275-9117 株式会社アンジュ

訪問介護

あきケアサービス

2776100931 堺市中区

楢葉６３番地３

072-340-4189 072-340-4190 株式会社介援隊

訪問介護

かなで

ヘルパーステーション 2776102648 堺市中区

楢葉１４９番地１

072-235-3681 072-235-3682 株式会社ＰＥＡＣＥ

訪問介護

ネットワークナース

2770103352 堺市中区

深阪二丁９番２号

072-234-2564 072-234-6853 三共電子工業株式会社

訪問介護

ニチイケアセンター泉ヶ丘

2776100485 堺市中区

深阪三丁１番６４号

072-230-2518 072-235-6658 株式会社ニチイ学館

訪問介護

もりの木訪問介護センター

2776100816 堺市中区

深阪一丁１４番５２－１０５号 072-220-7370 072-220-7369 有限会社もりの木

訪問介護

ヘルパーステーションあかしあ 2776101228 堺市中区

こころ

深阪一丁６番１７－１０３号
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株式会社ティーエヌコーポレー
ション

072-239-0461 072-239-0465 株式会社Ｅ．Ｔライフケア

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

訪問介護たんたん

2776102358 堺市中区

深阪六丁２－１３ スプルース
072-290-7475 072-339-4300 株式会社Ｔａｎ
泉ヶ丘Ⅱ １１１号

訪問介護

アイリス介護ステーション堺

2776102697 堺市中区

深阪六丁２１番１０号

072-236-7959 072-236-7959 エンブレイス株式会社

訪問介護

河野外科訪問介護事業所

2776103497 堺市中区

深阪五丁１４番４１号

072-289-7701 072-289-7702 医療法人隆昌会

訪問介護

土屋訪問介護事業所
ンター

2776103752 堺市中区

深阪四丁１５番１７号

072-369-4607 072-369-4608 株式会社愛ネックス

訪問介護

福生会ヘルパーステーション

2770101919 堺市中区

伏尾１９６番地

072-278-0205 072-278-0525 社会福祉法人福生会

訪問介護

たすく介護サービス

2776101707 堺市中区

伏尾３１４番地
健翔１０１号

訪問介護

こすもす介護サービス

2776100097 堺市中区

堀上町３１番地１５

072-276-7130 072-276-7131 株式会社秋桜

訪問介護

株式会社
ビス

2776101335 堺市中区

堀上町３６８番地３７

072-203-8701 072-203-8702

訪問介護

ゆさらび訪問介護ステーション
2776102473 堺市中区
堺

堀上町１５１番４
０２号室

072-277-5050 072-280-4510 合同会社藍郷

訪問介護

ニチイケアセンター堺八田荘

2776100543 堺市中区

八田北町３２０番地１

072-276-7110 072-279-2701 株式会社ニチイ学館

訪問介護

アシストワーク株式会社

2776100717 堺市中区

八田北町２９７番ー１

072-277-4165 072-277-4166 アシストワーク株式会社

訪問介護

ウイングケア

2776102127 堺市中区

八田北町５９５－１

072-242-8068 072-275-9647 特定非営利活動法人ウイング

堺市中セ

花まる訪問介護サー
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サニーハイツ

北野ビル２

Ｔａｎ

072-269-4880 072-269-4881 株式会社タスク

株式会社
ビス

花まる訪問介護サー

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

愛らんど

2776102135 堺市中区

八田北町４９５－３－１０３

072-278-1165 072-278-1185 株式会社未来設計事務所

訪問介護

ケイエムシーケアセンター

2776103232 堺市中区

八田北町６１１－７

２階

072-242-7933 072-242-7934 株式会社ケイエムシー

訪問介護

ＣＯＣＯＲＯケアサービス

2776100840 堺市中区

八田西町２丁２１番２６号

072-278-8888 072-278-8885 株式会社ＣＯＣＯＲＯ

訪問介護

グランドライフ
テーション

2776101491 堺市中区

八田西町三丁７番４６

072-281-1165 072-281-1265 株式会社グランドライフ

訪問介護

介護センター翁

2776102457 堺市中区

八田西町三丁５番４７号
Ｇビル２Ｃ号室

訪問介護

訪問介護ステーション
く幸寿苑

2776102531 堺市中区

八田西町三丁１１番３２号

072-277-3817 072-277-3821 株式会社幸寿苑

訪問介護

誠千ヘルパーステーション八田 2776102671 堺市中区

八田西町三丁２番３
１０３号

072-247-8253 072-247-8263 株式会社誠千

訪問介護

愛の木介護センター

2776103133 堺市中区

八田西町三丁３番１０号

訪問介護

訪問介護ひかり

2776103463 堺市中区

八田西町二丁１１－１１
スアメニティ２０３号

訪問介護

ダイフク訪問介護ステーション 2776101277 堺市中区

毛穴町１７４－１

072-260-7556 072-260-7557 株式会社ダイフク

訪問介護

株式会社さくら訪問介護事業所 2776100261 堺市中区

八田寺町２９１番地１６２

072-279-5200 072-220-4132 株式会社さくら

訪問介護

ニチイケアセンター深井

深井北町６４６番地２

072-276-0662 072-276-0663 株式会社ニチイ学館

堺ヘルパース

らくら

2770102685 堺市中区

137 / 264 ページ

Ａ．

辻内ビル

072-270-1235 072-270-1236 合同会社翁

072-350-1361 072-350-0880 株式会社侑匠
ハウ

072-246-9351 072-246-9357 株式会社ＣＯＬＯＲ’Ｓ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

有限会社フレンド介護センター 2770104095 堺市中区

訪問介護

アイ・ケアステーション

訪問介護

訪問介護ステーションデルソー
2776100527 堺市中区
レ

訪問介護

あいるケアステーション

訪問介護

トラスト訪問介護ステーション 2776102820 堺市中区

深井北町８１１－３ ヴィラー
072-278-5799 072-278-5795 株式会社ＴＲＵＳＴ
ジュＮｉｓｓｉｎ３０１

訪問介護

有限会社輝ケアーセンター３９ 2770106363 堺市中区

深井中町１２１１番地３

072-281-6461 072-281-7739 有限会社輝ケアーセンター３９

訪問介護

北野介護センター陽だまり

2776100030 堺市中区

深井中町１８５７番地の１

072-242-2525 072-242-2526 有限会社北野介護事務所

訪問介護

ケアサポート

おはな

2776102978 堺市中区

深井中町７６１番地３

072-276-6260 072-276-6261 合同会社レア

訪問介護

ワンズ

サポート

2776103034 堺市中区

深井中町１０４３番地２

072-247-7889 072-247-7890 ワンズ・ユニーク合同会社

訪問介護

朋友介護サービス

2776103513 堺市中区

深井中町５７９－３

072-275-7440 072-275-8158 株式会社朋友会

訪問介護

セカンド・ライフ深井中町

2776103554 堺市中区

深井中町７４３番１２

072-230-4182 072-230-4192 株式会社セカンド・ライフ

訪問介護

ケアステーションあい

2776100022 堺市中区

深井清水町３７２４番地

072-270-0088 072-275-5366 有限会社あいネットワーク

ケア

2776100048 堺市中区

2776102747 堺市中区

深井北町９７０番地１４

072-270-1161 072-270-7254 有限会社フレンド介護センター

深井北町１７０番地６

072-278-9258 072-278-9298 株式会社コンフォート

深井北町３１３２番地１

072-276-6610 072-276-6620 株式会社デルソーレ

深井北町３４３６番地

072-242-4707 072-242-4708 一般社団法人ほっと
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

介護ステーション楓

2776100428 堺市中区

深井清水町３７６７番地

訪問介護

ケアセンターフォーユー

2776100758 堺市中区

深井清水町１４６２番１

072-270-9076 072-270-9075 株式会社フォーユー

訪問介護

きずな深井介護所

2776101079 堺市中区

深井清水町３１９９番地

072-278-6551 072-278-6552 株式会社カイゴス

訪問介護

ケアステーション

2776102093 堺市中区

深井清水町３４８８－１

072-277-2181 072-277-2167 社会福祉法人ばなな

訪問介護

りぼんケアステーション

2776102259 堺市中区

深井清水町３５８７番地

072-275-7392 072-275-7385 一般社団法人りぼん

訪問介護

ぐっさんち

2776102911 堺市中区

深井清水町１０７６番地５

072-283-3509 072-355-6523 合同会社ＭＴ．ｇａｔｅ

訪問介護

訪問介護サービス
深井

2776103604 堺市中区

深井清水町３８２１

072-276-0530 072-276-0531 株式会社ウィザスイーライフ

訪問介護

ｏｎｅ

2776103703 堺市中区

１－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ
深井清水町３５１４番地 グラ
072-322-4289 072-206-4239 ｗｏｒｋ ｏｆｆｉｃｅ株式会
ンドールエコー深井４０１号
社

訪問介護

居宅支援事業所エル介護部

2776100725 堺市中区

宮園町２番１１号

訪問介護

ヘルパーステーションさくらん
2776100824 堺市中区
ぼ

宮園町２番１２号
０１号室

訪問介護

みゆき苑ケアステーション

2776102069 堺市中区

宮園町６番１０号

072-279-1131 072-279-1132 株式会社大光産業

訪問介護

ひだまり訪問介護

2776102952 堺市中区

宮園町２番１１号

072-247-9870 072-247-9879 株式会社ベストライフはるか

らふたぁ

イーライフ

139 / 264 ページ

１階 072-275-8686 072-275-8112 株式会社ＭＹＮ

072-350-6991 072-350-6993 株式会社ｎｅｏ
第一ビル２

072-278-6225 072-278-6226 株式会社悠美

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

医療法人中村会ヘルパーステー
2770103931 堺市中区
ションくぜのさと

東八田２６－１

072-275-6200 072-275-6200 医療法人中村会

訪問介護

ヘルパーステーションふくふく 2776100899 堺市中区

東八田４２４－７

072-275-9961 072-275-9961 有限会社吉右エ門

訪問介護

ジーアール介護センター

2776103315 堺市中区

東八田１０７番地２

072-280-4163 072-280-4425

訪問介護

ヘルパーステーション笑楽堂

2776101426 堺市中区

小阪１８８－１

072-277-0477 072-277-0487 株式会社ヘリアントス

訪問介護

ケアセンターまごころ小阪

2776102986 堺市中区

小阪９４－３

072-276-7210 072-276-7211 株式会社ゆきあい

訪問介護

介護ステーション

2776103299 堺市中区

小阪１８７番地１３

072-270-7118 072-220-8736 合同会社天海

訪問介護

らぱん介護ステーション

2776103661 堺市中区

小阪３４１

072-275-7057 072-275-7183 株式会社ラパン

訪問介護

ひなたヘルパーステーション

2776103711 堺市中区

小阪２９７－１

072-242-3095 072-281-0130 優仁ウエルネス株式会社

訪問介護

ケアサービスコスモス・ホーム
2770104541 堺市東区
ヘルプサービス

石原町四丁１４３番地の７

072-287-2929 072-287-3062 株式会社ケアサービスコスモス

訪問介護

ヘルパーステーション花りぼん 2776201044 堺市東区

石原町四丁２８２－３

072-287-7715 072-287-7716 ライジングサン株式会社

訪問介護

ほっこりするヘルパーステー
ション

2776201101 堺市東区

菩提町五丁６６番地２

072-288-2050 072-288-2051 株式会社ｉＲ舎

訪問介護

ケアセンター・アイリス

2776201234 堺市東区

菩提町３－９－１

072-289-7220 072-289-7228 株式会社シーヒューマン

みらい

２０６号

140 / 264 ページ

特定非営利活動法人グリーンレ
スト

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

トリコ介護センター

2776201440 堺市東区

菩提町一丁７番５号

072-242-7088 072-242-7089 合同会社トリコ介護センター

訪問介護

介護支援サービスひなた堺

2776200327 堺市東区

引野町二丁１８番７号

072-201-0861 072-201-1721 株式会社スナグル

訪問介護

訪問介護ステーション
ホープ

2776201432 堺市東区

引野町二丁１０２番地４

072-288-7077 072-288-3323 株式会社Ａ＆Ｎ

訪問介護

訪問介護センターひな

2776201002 堺市東区

白鷺町二丁３番Ｂ９棟Ｓ４号室 072-288-2521 072-288-2522 合同会社ひな

訪問介護

訪問介護事業所みつばち

2776201333 堺市東区

白鷺町三丁１３番１号

072-288-4859 072-288-4860 株式会社轍

訪問介護

ケアステーションしらさぎ夢テ
2776201416 堺市東区
ラス

白鷺町二丁３－９－６

072-288-5300 072-288-5301

訪問介護

ふるさぽーと

2770105233 堺市東区

日置荘北町二丁２１番３６号

072-288-1900 072-288-1901 株式会社ふるさぽーと

訪問介護

ファストケアサービス初芝

2776200384 堺市東区

日置荘北町三丁２５番３号

072-288-2810 072-288-2812 有限会社ファストケア

訪問介護

スノーフレーク

2776200764 堺市東区

日置荘北町一丁３７－４

072-286-9765 072-289-6245 ベレザ合同会社

訪問介護

訪問介護事業所
堺

2776201424 堺市東区

日置荘北町一丁２６－１５

072-247-5905 072-247-5906 株式会社ウェルケア

訪問介護

ヘルパーステーション・はるす 2770103519 堺市東区

日置荘原寺町４１１番地１

072-286-4577 072-286-4668 株式会社はるす

訪問介護

ケアセンター

日置荘原寺町９６番６
ラザ３０２号

072-287-6330 072-287-6333 株式会社ハートケア

ライフ

ウェルケア

フィット・堺

2776200608 堺市東区
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萩天プ

特定非営利活動法人ワーカーズ
コープ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776200616 堺市東区

日置荘原寺町２１５－１

072-286-2271 072-286-2281 株式会社オリーブ

訪問介護事業所ぱある

2776201481 堺市東区

日置荘原寺町９７－３

072-289-7573 072-289-7574

訪問介護

エード訪問介護

2776201507 堺市東区

日置荘原寺町５１－３

072-284-9191 072-231-9586 合同会社Ｇｉｖｉｎｇｂａｃｋ

訪問介護

訪問介護本舗

2776201549 堺市東区

日置荘原寺町４５番地１０

072-288-0077 072-288-0044 株式会社Ｄｅ愛

訪問介護

つくしケアセンター

2776201564 堺市東区

日置荘原寺町４６－２
ンセ１０１号室

072-205-4094 072-321-3379 株式会社Ｎｅｅｒｏ

訪問介護

つるぎ荘ヘルパーステーション 2770101687 堺市東区

日置荘田中町１４３番地１

072-286-2828 072-286-6868 社会福祉法人そうび会

訪問介護

ヘルパーステーション
ウェイ

2776201341 堺市東区

日置荘田中町２８５番３

072-323-2221 072-323-2220 株式会社マイウェイ

訪問介護

ケアセンター

2776200772 堺市東区

日置荘西町六丁４１－１８

072-288-6524 072-288-6534 一般社団法人ＣＬＯＶＥＲ

訪問介護

ケア２１初芝

2776200798 堺市東区

日置荘西町四丁３６－１３
辺ビル２階

訪問介護

華

2776200822 堺市東区

日置荘西町一丁２７番７号

072-285-5911 072-285-5911 合同会社華

訪問介護

ヘルパーステーションえふく

2776201267 堺市東区

日置荘西町四丁３６番１３号
渡辺ビル２０３号

072-349-3457 072-349-3458 アットスリー株式会社

訪問介護

ヘルパーステーションＩＹＡＳ
2776201325 堺市東区
ＡＫＡ堺

日置荘西町一丁１７番２号
芝マンション１０３号室

072-288-2418 072-288-2419 株式会社ＳＨＩＦＴ

訪問介護

オリーブ介護センター

訪問介護

堺

であい

マイ

あじさい

介護ステーション
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堺グラ

渡

初

一般社団法人福祉創造助成事業
団

072-287-0821 072-287-1821 株式会社ケア２１

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

ニチイケアセンター初芝

2776201382 堺市東区

日置荘西町四丁１０番２０号
山野ビル１階

072-288-3332 072-285-5222 株式会社ニチイ学館

訪問介護

青山ケアセンター野尻

2770103832 堺市東区

野尻町１９２番１７

072-288-0666 072-288-0087 株式会社青山ケアサポート

訪問介護

ねこの手ケアセンター

2776201200 堺市東区

野尻町２５０番地７６

072-248-6572 072-248-6572 株式会社こよみ

訪問介護

らぶ・いきいき介護サービス

2770105373 堺市東区

高松２１番地１８

072-239-6190 072-239-6190 有限会社ｅ－Ｌｉｆｅ

訪問介護

コスモスヘルパーステーション
2776200350 堺市東区
りーふ

高松１２３番地

072-237-2882 072-235-7775 社会福祉法人コスモス

訪問介護

さくら

2776200657 堺市東区

高松４１１番地２１

072-237-0852 072-237-0852 株式会社さくら

訪問介護

あい・ねっとハマヤヘルパース
2770108856 堺市東区
テーション

丈六１８６番地の９

072-237-2157 072-234-2665 株式会社ハマヤ

訪問介護

エルケア株式会社エルケア北野
2776200244 堺市東区
田ケアセンター

丈六１８５番地
２号室

072-230-3370 072-230-3371 エルケア株式会社

訪問介護

えがお訪問介護ステーション

訪問介護

ハーモニーヘルパーステーショ
2770100895 堺市東区
ン

訪問介護

ヘルパーステーション北野田

訪問介護

2776200996 堺市東区

鈴木ビル１０

北野田４７１番地２２

２階

072-349-9716 072-349-9717 株式会社えがお

南野田３３番地

072-239-0011 072-239-0156 社会福祉法人野田福祉会

2770101679 堺市東区

南野田１２７番地

072-236-0126 072-236-7223

兵田病院ホームヘルプサービス 2770106702 堺市東区

西野２５４番地３

072-230-0933 072-230-0833 医療法人恒尚会
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大阪みなみ医療福祉生活協同組
合

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

祥の郷ヘルパーステーション

2776200129 堺市東区

西野１６５番地

072-289-2005 072-289-2006 株式会社アコリット

訪問介護

ニチイケアセンター堺登美丘

2776200541 堺市東区

西野４４５番地１
ンスサカタ１Ｆ

訪問介護

ケア２１北野田

2776201556 堺市東区

西野４２１－３
１号室

訪問介護

ケアセンターＵ

2776201580 堺市東区

西野３９６番地２ サンライズ
072-239-5155 072-239-5155 株式会社ＵＮＩＴＥＤ
マンション３０３号室

訪問介護

社会福祉士事務所そら訪問介護
2776200079 堺市東区
事業所

訪問介護

リンデン

訪問介護

ケアセンターまごころ北野田

訪問介護

ネオレジデ

扇屋ビル１階

072-230-1588 072-234-1909 株式会社ニチイ学館

072-230-3231 072-237-7501 株式会社ケア２１

大美野１５番地５

072-236-2163 072-236-2063 株式会社そら

2776200434 堺市東区

大美野３－３
２０１号室

072-349-8203 072-349-8204 株式会社菩提樹

2776201051 堺市東区

大美野６－５－３０１

072-247-4888 072-247-4889 株式会社ゆきあい

さくら訪問介護ステーション草
2776200673 堺市東区
尾

草尾１１６６－２

072-230-5652 072-230-5653 ヘルスケアリンク株式会社

訪問介護

（有）空介護ステーションいろ
2770106611 堺市南区
は

宮山台二丁１番１１号

訪問介護

こころ介護支援センター

2770108252 堺市南区

宮山台一丁６番１０号
山台貸店舗Ｂ号

訪問介護

ちあ介護サービス

2776401008 堺市南区

宮山台四丁７－５

072-289-5451 072-289-5452 株式会社千愛

訪問介護

ヘルパーステーション

宮山台一丁３番４号

072-293-9053 072-293-9053

こころ 2776401644 堺市南区

ＨＡＬＴ大美野
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２Ｆ

072-298-3977 072-298-3978 有限会社空
山楠宮

072-293-6559 072-293-6200 有限会社心

有限会社ＯＦＦＩＣＥ
ＮＫＬＥ

ＴＷＩ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

スクエアひかり支援サービス

2776401404 堺市南区

和田東７７１番地１

072-350-1120 072-350-1119 株式会社光

訪問介護

スイトピー訪問介護ステーショ
2776401669 堺市南区
ン

和田東１００１－３

072-298-0641 072-298-0642 合同会社Ｋｏｋｏｕｓ

訪問介護

タイガケアサポート

2776402006 堺市南区

和田東２９３番１号
室

訪問介護

訪問介護

2770105555 堺市南区

深阪南１１９番地
ドビル１０１号

訪問介護

ゆりかご訪問介護ステーション 2776401545 堺市南区

深阪南１１７番地

訪問介護

訪問介護かんな

2776401131 堺市南区

土佐屋台１３３７
泉ヶ丘１０５号室

訪問介護

コネクトケア

2776401909 堺市南区

土佐屋台１３６７番地
イツ１３号室

訪問介護

訪問介護事業ほーぷ

2770107841 堺市南区

竹城台三丁４番３号

訪問介護

南天ヘルパーステーション

2776401289 堺市南区

竹城台四丁１－１４
ス・キャロー２０１

訪問介護

しらゆり介護ステーション

2770106355 堺市南区

豊田５２番地の２

訪問介護

誠千ヘルパーステーション

2776400117 堺市南区

豊田１１６９番地
階Ｃ号

訪問介護

ケアセンターツツジ

2776401594 堺市南区

豊田１２７２番１号

あかるい手
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１０３号

ダイヤモン

072-203-0737 072-203-0737 有限会社ＮＥＷ

ＣＯＬＯＲＳ

072-349-6156 072-237-4100 有限会社石井

072-289-5996 072-289-7699 株式会社アトリエ
サンライズ

谷口ハ

オフィ

072-360-4224 072-360-4226 株式会社かんな

072-237-7630 072-237-7630

株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔ・Ｗｏ
ｒｋ

072-291-7487 072-289-5995

特定非営利活動法人福祉ワー
カーズほーぷ

072-284-2281 072-284-2282 株式会社一歩

072-299-0573 072-299-0573 有限会社しらゆり
土谷ビル２

072-284-0208 072-284-0246 株式会社誠千

072-294-3405 072-294-3406 星瑛株式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

オレンジコープ泉ヶ丘

2776400448 堺市南区

三原台一丁２番２号

072-284-6500 072-284-6501 泉南生活協同組合

訪問介護

ルルポ泉ヶ丘ヘルパーステー
ション

2776401792 堺市南区

三原台一丁２番３号

072-284-1130 072-284-1102 株式会社シーエムエス福祉開発

訪問介護

ゆーとりあヘルパーステーショ
2776401982 堺市南区
ン

三原台３－１－１４

072-296-5155 072-296-5166 社会福祉法人五常会

訪問介護

有限会社希麻楼介護センター

2770105589 堺市南区

岩室１４３番地１

072-234-6680 072-234-8600 有限会社希麻楼介護センター

訪問介護

ケアセンターはるか

2770100853 堺市南区

槇塚台三丁１番２３号

072-293-4195 072-293-4199 株式会社愛のケア工房はるか

訪問介護

青山ケアセンター泉ヶ丘

2770106264 堺市南区

槇塚台三丁１番５

072-299-4165 072-296-4133 株式会社青山ケアサポート

訪問介護

東輝訪問サービス槇塚台

2776401271 堺市南区

槇塚台二丁１８番１０号

072-284-9651 072-284-9652 東輝株式会社

訪問介護

訪問介護ステーションこんごう 2776401842 堺市南区

槇塚台二丁３５番１１号

072-291-0018 072-291-0018 合同会社ＡＷＵＮＮ

訪問介護

ケアセンタースワン♯３

2776401867 堺市南区

槇塚台一丁１１番６号

072-289-5062 072-289-5072 株式会社シトラス

訪問介護

泉北園百寿荘ホームヘルプサー
2770102420 堺市南区
ビス

茶山台３丁２２番９号

072-296-7935 072-290-1088 社会福祉法人よしみ会

訪問介護

エスコープ大阪サポートセン
ターケア・ピース

茶山台三丁２２番２－１０９号 072-294-6405 072-294-6425 生活協同組合エスコープ大阪

訪問介護

ヘルパーステーション和ごころ 2776400620 堺市南区

2776400604 堺市南区

茶山台三丁２２番２－１０６
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072-369-4414 072-369-4421 株式会社マザーハウス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

2770107502 堺市南区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

若松台二丁１番４－１０７号

072-291-0294 072-291-0295 特定非営利活動法人栄友社

高倉台三丁２番２号

072-284-2300 072-296-9090 グッドタイムリビング株式会社

訪問介護

栄友社訪問介護センター

訪問介護

ＧＴＬケアサービス泉北泉ヶ丘 2776400257 堺市南区

訪問介護

かいろすケアセンター

2776401024 堺市南区

高倉台二丁８番３１号
室

訪問介護

ヘルパーステーション歩歩歩

2776401313 堺市南区

高倉台二丁１１番２２－５１１
072-355-3383 072-355-3383 特定非営利活動法人歩歩歩
号

訪問介護

ケア２１堺泉ヶ丘

2776401859 堺市南区

高倉台二丁２４番３３号

072-299-3221 072-299-3231 株式会社ケア２１

訪問介護

訪問介護サービス
堺高倉台

2776401966 堺市南区

高倉台２丁３９－７－１

072-294-5070 072-294-5061 株式会社ウィザスイーライフ

訪問介護

株式会社泉北介護センター

2770100176 堺市南区

片蔵１４４９番３４３

072-298-9639 072-298-9640 株式会社泉北介護センター

訪問介護

ヘルパーステーションつばめ

2776400869 堺市南区

片蔵１４４９番地３４３

072-289-5561 072-298-1810 株式会社ケアセンターつばめ

訪問介護

たちばな介護サービス

2776400166 堺市南区

釜室９２８番地８

072-295-8808 072-294-8008

訪問介護

槇塚荘ホームヘルパーステー
ション

2770101133 堺市南区

逆瀬川１０３８番地２

072-291-0920 072-291-9679 社会福祉法人上神谷福祉会

訪問介護

パル介護センター

2776400240 堺市南区

鉢ヶ峯寺１０３番地９５

072-294-3770 072-294-3771 有限会社パル

訪問介護

プラスケア

2776400190 堺市南区

富蔵２６９９番地２

072-284-2277 072-284-2288 株式会社南リベラル

イーライフ
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南３号

072-284-5300 072-284-5301 株式会社フォーティオン

株式会社エンタプライズワイエ
スオー

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

青空介護センター

2776400588 堺市南区

富蔵２２４番地

072-284-0015 072-284-0016 合同会社蒼

訪問介護

訪問介護ネットワークゆう

2770101000 堺市南区

庭代台一丁３１番１号

072-291-6246 072-291-6240

訪問介護

千友介護サービスステーション 2770104400 堺市南区

庭代台二丁３番３号

072-297-6974 072-297-7130 有限会社サン・ベステム

訪問介護

介護センターロハスさかい

2776401891 堺市南区

庭代台二丁９番６号

072-288-4937 072-288-4938 株式会社ＬＯＨＡＳ

訪問介護

延命荘訪問介護センター

2770102404 堺市南区

御池台五丁２番６号

072-297-5342 072-296-2568 社会福祉法人さつき会

訪問介護

花見月

2776400901 堺市南区

御池台一丁３４番６号

072-299-9523 072-299-9523 特定非営利活動法人希望

訪問介護

故郷訪問介護ステーション

2776401826 堺市南区

御池台四丁７番地２

072-248-5165 072-248-5165 株式会社永愛

訪問介護

エミュ御池台ヘルパーセンター 2776401974 堺市南区

御池台３丁１番４号

072-284-8235 072-284-8236 株式会社セルヴィス

訪問介護

生活支援サービスたんぽぽ

2770105944 堺市南区

城山台二丁２番１７号

072-294-0270 072-294-0277

有限会社生活支援サービスたん
ぽぽ

訪問介護

さくらそう堺南

2776401719 堺市南区

城山台二丁２番３号

072-295-2055 072-295-2056

株式会社日本エルダリーケア
サービス

訪問介護

ハートフルサンク

2770101570 堺市南区

桃山台三丁１番３号

072-298-2871 072-295-8802 株式会社ハートフルサンク

訪問介護

介護センター

2776401651 堺市南区

桃山台二丁３番４号

072-350-0062 072-350-0062 有限会社ショウキ

こもれび
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特定非営利活動法人ネットワー
クゆう

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

訪問介護

ニチイケアセンター栂美木多

2776401750 堺市南区

桃山台二丁３－４
桃山Ⅱ Ｂ１０２

訪問介護

訪問介護あいぷらん

2776401917 堺市南区

桃山台二丁１５番５

072-284-2006 072-284-2007 株式会社うるま

訪問介護

特定非営利活動法人せかんど

2770101422 堺市南区

檜尾３０９３－７

072-260-1294 072-260-1295 特定非営利活動法人せかんど

訪問介護

ヘルパー故郷の家

2770103006 堺市南区

檜尾３３６０番地１２

072-271-0881 072-271-5474 社会福祉法人こころの家族

訪問介護

介護センターねくさす

2776400679 堺市南区

新檜尾台三丁６番９号

訪問介護

訪問介護ステーション
バルケア

2776401115 堺市南区

赤坂台二丁５番７号

訪問介護

ヘルパーステーション光の泉

2770107692 堺市南区

大森１９８番の１

072-295-8871 072-295-8872 株式会社ケア・イノベーション

訪問介護

エスコープ大阪サポートセン
ター泉北

2770101257 堺市南区

小代７２７番地

072-293-4640 072-341-0022 生活協同組合エスコープ大阪

訪問介護

やすらぎの介護シャローム泉北 2770105332 堺市南区

大庭寺２４９－１

072-295-0080 072-284-2148 シャローム株式会社

訪問介護

ねね訪問介護事業所

訪問介護

朝日自動車訪問介護センター堺 2770103626 堺市南区

訪問介護

ケアセンターあおい

グロー

2776400570 堺市南区

野々井２６０番地１
０２号

ツインビル

事業所TEL

２階

２階

辻ビル１

稲葉一丁３０２０番地１

2776600385 堺市美原区 黒山１５２－２６
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072-295-8320 072-299-7120 株式会社ニチイ学館

072-369-4780 072-369-4781 ＮｅｘｕｓＯｎｅ株式会社

072-220-4073 072-220-4073 株式会社グローバルケア

072-369-4106 072-369-4107

特定非営利活動法人関西介護職
研究所

072-275-2280 072-271-2628 朝日自動車株式会社

072-361-6002 072-361-6003

特定非営利活動法人ワークサ
ポートひまわり

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

医療法人暁美会訪問介護事業所 2776600567 堺市美原区 真福寺２２８－１

訪問介護

美原荘訪問介護事業所

2770107239 堺市美原区 平尾５９５番１

訪問介護

スイート介護センター美原

2776600542 堺市美原区

訪問介護

有限会社ケアノブ訪問介護事業
2770107221 堺市美原区 さつき野東一丁目１番７号
部さつき野事業所

072-369-1955 072-369-1888 有限会社ケアノブ

訪問介護

ヘルパーステーションてんじゅ 2776600088 堺市美原区 さつき野東一丁目５番１

072-363-5755 072-363-5756 社会福祉法人天寿会

訪問介護

つぶらヘルパーステーション

2770107379 堺市美原区 北余部４５番地の７

072-369-3588 072-369-3589 有限会社つぶら

訪問介護

けあぷらざ

2776600393 堺市美原区 北余部４５－５

072-361-2622 072-289-5199 株式会社ｐｒｕｎｅｌｌｅ

訪問介護

まごの手訪問介護事業所

2770108831 堺市美原区 今井４４８－１

072-361-8828 072-361-0885 有限会社アーカイブジャパン

訪問介護

ヘルパーステーション絆

菩提 2776600427 堺市美原区 菩提３０番地５

訪問介護

アップケア訪問介護サービス

2776600229 堺市美原区 小寺６９番地８

072-284-7034 072-284-7134 株式会社ウェルリーフ

訪問介護

まごころ介護

2776600260 堺市美原区 小寺６３番地１

072-369-0303 072-369-0304 株式会社さくら

訪問介護

穂の香訪問介護ステーション堺 2776600591 堺市美原区 小寺６４－１５

072-349-3602 072-349-3802 株式会社穂の香

つむぎ

さくら

072-361-3556 072-361-1331 医療法人暁美会

平尾２４４７－１
仲本２０３号

072-363-1143 072-363-1154
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ヴィハーラ

社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

072-247-5371 072-247-5372 株式会社シルバーシダー

072-349-3571 072-349-3573 株式会社絆

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

常磐町三丁１１－７ コン
フォートトキワ２０４号

072-256-3340 072-256-3341 合資会社Ａｚ

北花田町二丁１９６－１

072-240-1407 072-240-1408 株式会社フォーユー

2776502615 堺市北区

北花田町二丁２３２番地４

072-247-8005 072-247-8510 株式会社ＦＡＭＩＬＹ

訪問介護ルグラン北花田

2776502912 堺市北区

北花田町三丁２２番地９

072-246-9916 072-246-9917 株式会社サンテ

訪問介護

ヘルパーステーションえみ

2770105712 堺市北区

蔵前町三丁１２番５３号

072-240-7878 072-240-7879 有限会社イナフケア

訪問介護

なないろ介護センター

2776500783 堺市北区

蔵前町一丁７番１１号
ビル２０３号

072-251-0256 072-251-0275 株式会社Ｗｏｏｄ

訪問介護

スマイル

2776502342 堺市北区

蔵前町二丁１６番３２号 ス
一般社団法人サンフラワーさか
テージ村田１０、２階２０１号 072-256-4984 072-256-4336
い
室

訪問介護

ヘルパーステーションひまわり
2776502466 堺市北区
の家 蔵前

訪問介護

ヘルパーステーション華表

訪問介護

エルケア株式会社エルケア堺ケ
2776500288 堺市北区
アセンター

訪問介護

ヘルパーステーションあさか

2776500304 堺市北区

奥本町二丁４番地１

072-240-3980 072-259-0078 西村総合介護サービス株式会社

訪問介護

ケアセンターなのはな

2776500478 堺市北区

奥本町二丁４番地１

072-240-0115 072-240-0116 株式会社聖

2776502540 堺市北区

訪問介護

介護ステーションにこ

訪問介護

ケアセンターフォーユー北花田 2776501708 堺市北区

訪問介護

アイ・アール

訪問介護

2776500510 堺市北区

金岡Ｅ

蔵前町二丁１６番１２号

072-275-6910 072-275-6915 社会福祉法人ひまわり会

宮本町７８番地

072-250-7780 072-250-7780 有限会社ワイケープランニング

奥本町一丁２８５番地
タ北花田１階
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アビス

072-240-3630 072-240-3631 エルケア株式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

訪問介護

ヘルパーステーション
さかい

訪問介護

一会

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

2776502045 堺市北区

奥本町一丁４３
２０３号

しあわせ倶楽部

2776501492 堺市北区

東浅香山町２－２３４－２

072-254-8810 072-254-8830 株式会社Ｋサーブカンパニー

訪問介護

一樹訪問介護

2776501807 堺市北区

東浅香山町一丁２２７番地１

072-255-2208 072-254-0806 株式会社一樹

訪問介護

晴れる家３号館ヘルパーステー
2776501989 堺市北区
ション

東浅香山町二丁３３４

072-258-8868 072-258-8866 シャローム株式会社

訪問介護

アソシエイト堺

東浅香山町一丁１５番３号

072-253-5511 072-253-5513 合同会社アソシエイト

訪問介護

ヘルパーステーションブレス南
2770101638 堺市北区
花田

南花田町５３０番地

072-256-2800 072-256-2801 社会福祉法人宝生会

訪問介護

はうすあがぺぇ

2776501666 堺市北区

南花田町８１番地１ ウッズ
アーバンビル２０５号室

072-247-8783 072-247-8784

訪問介護

訪問介護事業所

2776501963 堺市北区

南花田町４６－２
ハイツ１０１号室

072-203-5001 072-203-5002 株式会社楓

訪問介護

ヘルパーステーション
ジー南花田

コー

2776503027 堺市北区

南花田町８８番地１号
花田１Ｆ

訪問介護

訪問介護ステーション

凛

2776503308 堺市北区

八下北５番１３号

072-230-4908 072-230-4909 株式会社ＧＡＬＬＡＮＴ

訪問介護

やすらぎの介護シャローム新金
2770106066 堺市北区
岡

新金岡町一丁３番３３号

072-240-5511 072-240-5533 シャローム株式会社

訪問介護

いずみ会ケアサービス

2776500460 堺市北区

新金岡町一丁３番２５号

072-258-0150 072-249-0889

2776502367 堺市北区

楓
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ＨＩＳ北花田

事業所TEL

南花田ＴＫ

新緑南

072-257-6055 072-257-6056 寿ケア株式会社

アガペー訪問介護センター株式
会社

072-240-3291 072-258-5534 株式会社社会福祉研究所

特定非営利活動法人介護支援倶
楽部いずみ会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

2776500858 堺市北区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

新金岡町五丁４－１０３

072-242-8631 072-242-8632 株式会社リンクアップ

新金岡町五丁４番１０４号

072-275-5450 072-246-9902 社会福祉法人コスモス

2776501609 堺市北区

新金岡町五丁３－１２５
ビル２０３号

辻野

072-240-1820 072-240-1821 合同会社アムール

2776502219 堺市北区

新金岡町５－８－３２７
住宅南東２号

村田

あずさケアステーション

2776502276 堺市北区

新金岡町五丁６－１０４

072-256-0023 072-256-0025 合同会社ｎｉｃｏｍ

訪問介護

介護センターあい

2776502318 堺市北区

新金岡町５－５－１１３

072-247-7907 072-247-7957 ライズ・コアシステム株式会社

訪問介護

スタートアップ訪問介護

2776503035 堺市北区

新金岡町三丁４番５号

072-246-3180 072-246-3181 スタートアップ合同会社

訪問介護

なでしこ介護サービスセンター 2770104517 堺市北区

金岡町８６５番地

072-250-0252 072-253-0288 有限会社ラスカル

訪問介護

ＶＩＶＯケアチーム

2770106058 堺市北区

金岡町２４４８番地

072-259-1967 072-259-1966 有限会社ＶＩＶＯ

訪問介護

すまいるはあと

2776500882 堺市北区

金岡町５４９番地
階

072-242-6643 072-242-6653 有限会社Ｍａｎｎａ

訪問介護

ケアセンターかなおか

2776500890 堺市北区

金岡町１５６６番地７ マン
ション安芸津１０５号室

072-267-4726 072-267-4736 株式会社いずみ

訪問介護

アスモ介護サービスなかもず

2776501328 堺市北区

金岡町３０３４－２１

072-251-7800 072-251-7820 株式会社アスモ介護サービス

訪問介護

笑顔介護センター新金岡

訪問介護

コスモスヘルパーステーション
2776501401 堺市北区
ほくぶ

訪問介護

アムールケア

訪問介護

訪問介護ステーション
んま

訪問介護

あかま
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西川ビル２

072-255-2010 072-256-4646 特定非営利活動法人とも

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

ライフサポート奏

2776501542 堺市北区

金岡町１９８８番地 寿マン
ションⅡ号館２０５号

072-247-9774 072-247-9775

訪問介護

千晴訪問介護サービス

2776501898 堺市北区

金岡町２２０３番地

072-275-9917 072-275-9917 株式会社香川

訪問介護

ケアセンター

2776502136 堺市北区

金岡町２３０５－１

072-259-1010 072-259-1020 合同会社匡

訪問介護

ヘルパーステーション雅

2776502169 堺市北区

金岡町２２１６－１

072-252-6663 072-252-5554 株式会社サムズアップ

訪問介護

ヘルパーステーション

金岡町２４２９
０２号

072-240-0870 072-240-0875 合同会社きずなケア

訪問介護

訪問介護セルフ

2776502458 堺市北区

金岡町１６３８番地２
イツＡ１０２号室

訪問介護

ケア２１なかもず

2770103659 堺市北区

中百舌鳥町六丁８１６番地
ム・エフ・ジィビル２階

訪問介護

ハートステーション

2776500353 堺市北区

中百舌鳥町四丁２０１番１号
カリエ中もず１０５号

訪問介護

介護ステーション中もず

2776500759 堺市北区

中百舌鳥町六丁９９８番地の３
072-254-7800 072-254-7801 特定非営利活動法人陽光会
１０５号

訪問介護

ほっぺ訪問介護

2776502623 堺市北区

中百舌鳥町六丁１０３８－３０ 072-269-4167 072-269-4230 ほっぺ訪問介護合同会社

訪問介護

ヘルパースクエアくらんなかも
2776502938 堺市北区
ず

中百舌鳥町六丁１０４０－２４
ロイヤルカーサ１番館２０１号 072-283-8695 072-283-8695 合同会社エエよん
室

訪問介護

グレースケアサービス堺ケアセ
2776502953 堺市北区
ンター

中百舌鳥町六丁１０４０番地２
072-290-7933 072-290-7988 株式会社グレースケアサービス
８ エム２階２０１号

くるり

オハナ 2776502326 堺市北区
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セピア金岡１

徳永ハ

エ

合同会社Ｔｒｉｎｉｔｙ
‐Ｃｒｅａｔｅ

Ｒｅ

072-350-3820 072-350-3861 合同会社セルフ

072-240-6135 072-240-6136 株式会社ケア２１

072-240-8850 072-240-8860 株式会社あいプラスケア

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

株式会社大阪メディカル介護セ
2776500064 堺市北区
ンター

黒土町３００２番地１１

072-240-0710 072-240-0877

訪問介護

ニチイケアセンターなかもず

2770102214 堺市北区

長曽根町３０２１番地５

072-240-1016 072-240-1017 株式会社ニチイ学館

訪問介護

あいおいケアセンター

2770103725 堺市北区

長曽根町３００３番地４

072-256-6777 072-256-6778 株式会社ネクステージ

訪問介護

あいワーク有限会社

2776500486 堺市北区

長曽根町３０４７－１０

072-253-6368 072-323-0078 あいワーク有限会社

訪問介護

ニチイケアセンター新金岡

2776500650 堺市北区

長曽根町３０６９番地５
ビル２階

訪問介護

訪問介護ステーションナービス
2776501948 堺市北区
堺

訪問介護

ケアステーション

訪問介護

アワハウスホームヘルプサービ
2776502805 堺市北区
ス大阪南

訪問介護

ビジットケア堺

訪問介護

介護支援センター茶の木堺ヘル
2776500171 堺市北区
パーステーション

訪問介護

きずな百舌鳥介護所

2776500809 堺市北区

百舌鳥梅北町四丁１７５番地の
３ ルミエール梅北マンション 072-251-7177 072-251-7178 株式会社カイゴス
１階

訪問介護

ケアバンビ

2776500957 堺市北区

百舌鳥梅北町四丁２２３番地

ロコ

2776502565 堺市北区

2776503258 堺市北区

中嶋

長曽根町３０８２－５ エン
ジェルズ・アイ３０１号室

株式会社大阪メディカル介護セ
ンター

072-240-3211 072-255-3334 株式会社ニチイ学館

072-260-4190 072-260-4191 株式会社かんでんジョイライフ

長曽根町１３０番地４２ さか
い新事業創造センターＳ－Ｃｕ 072-247-9446 072-247-9447 株式会社ライトヴィジョン
ｂｅ ３２０号室
長曽根町３番地 シュライクク
072-246-9241 072-246-9242 株式会社アワハウス
リエイティブセンター２０２号
長曽根町２９
もず８０５

シュライクなか

072-269-4862 072-269-4862 みんなのシェアハウス株式会社

百舌鳥梅北町三丁１２５番地１
072-240-1356 072-240-1376 有限会社茶の木
６２
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072-252-7505 072-252-7504 株式会社ＶＡＧＯ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

かのん介護サービス

2776501153 堺市北区

百舌鳥梅北町４丁１５５番１号
072-258-6511 072-258-6522 かのん株式会社
アルページュⅢ１０１号

訪問介護

みっくす訪問介護

2776501484 堺市北区

百舌鳥梅北町五丁２５６

072-350-6876 072-350-9707 ＲＡＳ合同会社

訪問介護

さくらそう堺

2776502755 堺市北区

百舌鳥梅北町四丁１９７

072-240-8088 072-252-7004

株式会社日本エルダリーケア
サービス

訪問介護

ヘルパーステーションふわり

2770107684 堺市北区

百舌鳥梅町３丁２７－２

072-255-9920 072-205-9925

特定非営利活動法人ソーシャル
ハウスさかい

訪問介護

ケアステーションあいらぶ

2776500122 堺市北区

百舌鳥梅町一丁１９番６号

072-259-2323 072-259-4800 特定非営利活動法人あいらぶ

訪問介護

チアフル訪問介護センター

2776500379 堺市北区

百舌鳥梅町三丁２４－７
ビル２０２号

072-240-3773 072-240-3776 有限会社ゆらり

訪問介護

アミカなかもず介護センター

2776500635 堺市北区

百舌鳥梅町三丁目４番７号
ハイツ３号

訪問介護

あずきかいごさーびす

2776502334 堺市北区

百舌鳥梅町一丁１６－２－１０
株式会社はるかコーポレーショ
072-205-5273 072-205-5274
１
ン

訪問介護

はるのヘルパーステーション中
2776502516 堺市北区
百舌鳥

訪問介護

べーる（ＢＥＥＲ）

訪問介護

リンク訪問介護ステーションな
2776503282 堺市北区
かもず

訪問介護

ファミリーケアステーション

2776502714 堺市北区

2770103329 堺市北区

ＮＳ

百舌鳥梅町三丁３０番２号
ＨＡＮＡ中百舌鳥

豊

Ｏ

072-240-0400 072-240-0444 ＡＬＳＯＫ介護株式会社

072-240-1636 072-240-1637 社会福祉法人天照会

百舌鳥梅町三丁４９番２８号

080-3573-0600 072-931-0660 株式会社シックスボックス

百舌鳥梅町三丁２８－１７

072-200-2884 072-254-5020 ヘルスケアリンク株式会社

百舌鳥西之町三丁５２９番地

072-250-2776 072-250-2968 株式会社Ｔ・Ｄｒｅａｍｓ
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問介護

イクサスケアセンター

2776501740 堺市北区

百舌鳥西之町三丁５４６番地２
072-249-6831 072-249-6831 トラスト総合福祉合同会社
０２号室

訪問介護

訪問介護とも

2776502524 堺市北区

百舌鳥陵南町三丁１３番地
ビル３Ｆ Ｂ号室

訪問介護

くすの樹ケアサポート

2776500791 堺市北区

百舌鳥本町一丁６７番地１０
メゾンパークス百舌鳥１０２号 072-242-8238 072-242-8239 合同会社くすの樹
室

訪問介護

じゅん訪問介護センター

2776503050 堺市北区

百舌鳥本町三丁５３８番地５７ 072-240-2810 072-240-2820 有限会社じゅん

訪問介護

感謝の杜ヘルパーステーション 2770102438 堺市北区

訪問介護

介護ステーションオルゴール

訪問介護

グローバルケア百舌鳥ヘルパー
2776502581 堺市北区
ステーション

訪問介護

セカンド三国ヶ丘

2776503126 堺市北区

百舌鳥赤畑町二丁４７番地
ＷＥＬＬ三国１０１号室

Ｄ

訪問介護

栄友社訪問介護ほのか

2776503233 堺市北区

百舌鳥赤畑町一丁８番地４
国ヶ丘ビル２０２

三

訪問介護

アニストヘルパーステーション
2776502656 堺市北区
堺北

訪問介護

ライフケアサービス

訪問介護

ケアートップ

2770108815 堺市北区

乾

072-279-2805 072-279-2806 一般社団法人ハナミズキ

072-250-9040 072-240-2521 有限会社トムス

百舌鳥赤畑町一丁３３番地１

百舌鳥赤畑町四丁２２０番地５ 072-259-1545 072-253-6716 株式会社桂木屋
百舌鳥赤畑町三丁１２３番地２
072-240-0101 072-240-0099 株式会社グローバルケア
グローバルケア百舌鳥１Ｆ
072-202-1294 072-202-1295

一般社団法人Ｋｅｅｐ
ｌｉｎｇ

072-242-6401 072-242-6403 有限会社栄友社

Ｓｍｉ

東雲東町四丁１番２７

072-242-6143 072-242-6144 株式会社アニスト

2776502904 堺市北区

東雲東町四丁２－２

072-275-4523 072-275-4524 株式会社ライフステージ

2776502821 堺市北区

大豆塚町二丁１７番地３
ビハイツⅠ１０７号
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レザ

072-242-8391 072-242-8391 株式会社花みずき

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

2776502888 堺市北区

大豆塚町二丁１７番地３
ビハイツＩ１０５号

スマイル８

2776500346 堺市北区

北長尾町六丁４番１７号

訪問介護

ヘルパーステーション福ろ

2770103121 堺市北区

中長尾町二丁４番２２号 金岡
グリーンハウス西棟 １０１号 072-254-8296 072-254-8358 有限会社福ろ
室

訪問介護

ななつ星介護サービス

2776502649 堺市北区

中長尾町二丁３番２２号

072-253-8887 072-253-8889 株式会社ななつ星

訪問介護

一休

2776502961 堺市北区

南長尾町一丁２番３１号２階

072-240-2750 072-240-2751 社会福祉法人ラポール会

訪問入浴介護

アースサポート堺中央

2776000578 堺市堺区

向陵中町五丁１番１９号

072-251-2811 072-251-2833 アースサポート株式会社

訪問入浴介護

リトルバード堺訪問入浴セン
ター

2770106827 堺市堺区

向陵西町四丁１番６号

072-282-5045 072-282-5047 リトルバード株式会社

訪問入浴介護

ミルキー訪問入浴センター

2776001527 堺市堺区

賑町三丁１番８号

072-233-2022 072-233-2023 株式会社みるく

訪問入浴介護

訪問入浴介護ゆうだい

2776001691 堺市堺区

大浜北町一丁１２番３号

072-233-2623 072-233-2685 株式会社あさみ

訪問入浴介護

えんむすび訪問入浴

2776303287 堺市西区

堀上緑町一丁８番第６３号棟１
072-269-4388 072-269-4389 株式会社えんむすび
０５号室

訪問入浴介護

エルケア株式会社エルケア堺入
2776100451 堺市中区
浴センター

訪問入浴介護

訪問入浴きらら

訪問介護

ベストライフ

訪問介護

介護サービス

2776100493 堺市中区

深井中町８９７番地１
ライフ上野芝２階
深井清水町３６０１
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レザ

事業所TEL

072-267-4312 072-267-4313 株式会社ＧＲＩＴ

ＪＡＰＡＮ

072-201-3000 072-201-3500 株式会社スマイル

ロング

072-276-1126 072-277-9165 エルケア株式会社

１０６号 072-247-9191 072-247-8611 有限会社なかむら

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

2770103501 堺市東区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

日置荘原寺町４１１番地１

072-286-4577 072-286-4668 株式会社はるす

三原台三丁１－１４

072-294-0040 072-294-0070 リトルバード株式会社

檜尾３０９３－７

072-260-1294 072-260-1295 特定非営利活動法人せかんど

訪問入浴介護

はるす・訪問入浴サービス堺

訪問入浴介護

リトルバード泉北訪問入浴セン
2776401602 堺市南区
ター

訪問入浴介護

特定非営利活動法人せかんど

訪問入浴介護

アサヒサンクリーン在宅介護セ
2776502839 堺市北区
ンター堺

長曽根町３０２９－１４ プル
072-247-7760 072-247-7761 アサヒサンクリーン株式会社
ミエールコート１０２号室

訪問看護

Ｌｉｎｏ訪問看護ステーション 2766090498 堺市堺区

香ヶ丘町二丁６番３号

訪問看護

香ヶ丘訪問看護ステーション

2766090506 堺市堺区

香ヶ丘町一丁１２－２１ シャ
072-242-4807 072-242-4807 株式会社ＡＯＹ
ルマンフジ香ヶ丘２０３号

訪問看護

訪問看護ステーション
ノ

2766090316 堺市堺区

南田出井町１－３－１２

072-222-5550 072-222-8330 社会福祉法人南の風

訪問看護

ひまわり訪問看護ステーション 2760190047 堺市堺区

今池町三丁３番１６号

072-222-9011 072-229-9307 公益財団法人浅香山病院

訪問看護

たいようの家訪問看護ステー
ション

2766090142 堺市堺区

今池町一丁３番２２号

072-232-4137 072-226-1332 有限会社たいよう

訪問看護

ほのか訪問看護ステーション

2766090522 堺市堺区

今池町一丁２番１０号
室

訪問看護

ケアプラス訪問看護ステーショ
2766090134 堺市堺区
ン

向陵中町六丁６番１号

訪問看護

訪問看護ステーションドリーム 2766090209 堺市堺区

向陵中町五丁１－１９
ブル向陵６０３

セレー

2770101422 堺市南区
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072-225-4313 072-225-4323 ＭＭＲ泉株式会社

０１号

072-225-0788 072-225-0789 株式会社燈嘉

072-276-4578 072-259-6890 照恵商事株式会社
ステイ

072-253-9960 072-253-9961 有限会社ドリーム

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問看護

訪問看護ステーションｉスマイ
2766090274 堺市堺区
ル

向陵中町４－４－３２
ビル３階

チボリ

訪問看護

訪問看護ステーション轍

2766090068 堺市堺区

向陵東町１－４－１３
リア１０８号室

プルメ

訪問看護

医療法人サヂカム会 けやき
訪問看護ステーション

2766090266 堺市堺区

榎元町一丁５番１号

072-228-1880 072-228-1890 医療法人サヂカム会

訪問看護

訪問看護ステーションあおぞら 2766090183 堺市堺区

七条通２番１３号

072-232-2017 072-232-2018 株式会社あおぞら訪看

訪問看護

シャローム訪問看護ステーショ
2766090043 堺市堺区
ン

一条通３番２号

072-224-7707 072-224-7705 シャローム株式会社

訪問看護

ジョイ訪問看護ステーション堺 2766090365 堺市堺区

神保通３番２３－１号

072-267-4737 072-267-4738 株式会社ジョイライフ

訪問看護

つくしの会訪問看護ステーショ
2766090563 堺市堺区
ン

翁橋町一丁９番１５号

072-238-4331 072-238-4338 オムニクス株式会社

訪問看護

清恵会訪問看護ステーション

2760190211 堺市堺区

南安井町一丁１番１号

072-232-6074 072-220-0051 社会医療法人清恵会

訪問看護

訪問看護ステーションセカン
ド・ケア

2766090530 堺市堺区

南花田口町二丁３番２０号
共堺東ビル７階

訪問看護

ゆい訪問看護・リハビリステー
2766090415 堺市堺区
ション

中瓦町一丁２番５号

072-222-0885 072-222-0886 株式会社ＮＯＲＴＨ

訪問看護

ビルド訪問看護ステーション

2766090480 堺市堺区

中瓦町１－４－２８

072-290-7372 072-290-7374 合同会社ＬＩＮＫＬＩＮＥ

訪問看護

訪問看護ステーションデューン
2760190542 堺市堺区
南大阪

新町３－７

072-222-8737 072-222-8738 株式会社Ｎ・フィールド

ＳＴＣビル７Ｆ

三
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072-370-1728 072-350-3085 合同会社Ａ・Ｓ・Ｓ

072-249-8721 072-249-8523 合同会社Ｗｉｄｅ

Ｒｏａｄ

072-247-5471 072-247-5473 株式会社セカンド・ケア

ＳＩＤＥ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所TEL

事業所FAX

法人名

大仙中町１番７号

072-248-6513 072-248-6513 Ｒｏｏｔ

ゆきあい訪問看護ステーション 2766090357 堺市堺区

南陵町４丁１番１０号

072-280-6002 072-280-6003 株式会社ゆきあい

訪問看護

訪問看護ステーション笑楽
津

2766090431 堺市堺区

石津町三丁１４番５４号

072-350-3895 072-350-3896 株式会社ビオネスト

訪問看護

あみてぃえ訪問看護ステーショ
2766090373 堺市堺区
ン

昭和通三丁４３番地２７

072-275-5222 072-275-5223 合同会社えくれれ

訪問看護

訪問看護ステーション

昭和通４－６１

072-242-7376 072-242-3065 株式会社けやきサポート

訪問看護

あっと訪問看護ステーション

2766090126 堺市堺区

桜之町西二丁１番１８号

072-230-4467 072-227-4568 合同会社オフィスＫ

訪問看護

Ｎ－ａｒｔ訪問看護ステーショ
2766090423 堺市堺区
ン

戎之町東三丁２番３０号
ペースワン３０２号

訪問看護

訪問看護ステーション

戎

2766090555 堺市堺区

戎之町東五丁１番１８号

072-221-2363 072-221-2369

訪問看護

敬愛訪問看護ステーション

2766090217 堺市堺区

熊野町西二丁１－１５

072-247-8311 072-269-4173 株式会社橋善

訪問看護

訪問看護ステーション
リプラス

2766090175 堺市堺区

市之町東五丁２番１１号
リーンプラザ４０４号

訪問看護

はるの訪問看護ステーション

2766090308 堺市堺区

大町東３－１－１２

訪問看護

訪問看護ステーション延寿

2766090399 堺市堺区

宿院町西三丁１番３２号 ＳＨ
株式会社グローバルケアプラン
ＩＮＮＩＫＫＥＮビル２階Ｂ号 072-226-2233 072-226-2234
ニング
室

訪問看護

ルート訪問看護ステーション

訪問看護

2766090332 堺市堺区

事業所所在地（町番地）

石

けやき 2766090464 堺市堺区

リハビ

161 / 264 ページ

リス

堺グ

Ｌａｂｏ株式会社

072-260-4685 072-260-4687 合同会社Ｎーａｒｔ
合同会社ＦｏｕｎｔａｉｎＶａ
ｌｌｅｙ

072-275-9703 072-275-9713 株式会社リハビリプラス

072-282-7622 072-282-7623 社会福祉法人天照会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

2766090548 堺市堺区

宿院町西１丁１番６号
宿院４Ｆ

2766090472 堺市堺区

少林寺町東三丁１番２３号
林寺ＴＫハイツ２０３号

事業所TEL

ＩＷＣ

事業所FAX

法人名

072-225-1871 072-225-1872 株式会社ライフケア・ビジョン

訪問看護

ハッピーケア堺

訪問看護

訪問看護ステーション
あ

訪問看護

ベーグル訪問看護ステーション 2766090514 堺市堺区

竜神橋町一丁６－２－４０３

072-238-7705 072-238-7706 株式会社ベーグル

訪問看護

訪問看護ステーション
ケアジャパン堺北

住吉橋町一丁５番２０号
橋ＴＫハイツ１階

072-242-6405 072-242-6406 株式会社ハピネスＴＫ

訪問看護

ペガサス訪問看護ステーション
2766390153 堺市西区
石津北

訪問看護

訪問看護ステーション

訪問看護

たつみ訪問看護ステーション

訪問看護

こもれび訪問看護ステーション
2766390393 堺市西区
堺

浜寺石津町東三丁９番２４号

訪問看護

訪問看護ステーションおとのい 2760190567 堺市西区

浜寺船尾町東四丁６４番地１０
072-268-6000 072-268-6001 株式会社興成
２号

訪問看護

訪問看護ステーション

ふなお 2766390195 堺市西区

浜寺船尾町西一丁４の８

訪問看護

訪問看護ステーション
リー

バッテ

浜寺船尾町西三丁９１－１
寺ギャラリーコート２０５

訪問看護

セルビス訪問看護ステーション 2766390427 堺市西区

みるも

メディ

音

2766090456 堺市堺区

少

住吉

072-267-4878 072-267-4878 株式会社い志乃商会

072-245-3411 072-245-3412 社会福祉法人風の馬

浜寺石津町西一丁２番７号

2766390344 堺市西区

浜寺石津町中四丁７番４号 グ
072-275-7108 072-275-7109 ＮＰＯ法人堺自立支援センター
リーンハイムエノモト１０１

2766390252 堺市西区

浜寺石津町東一丁２番２１
本ビル３階

2766390450 堺市西区

浜寺元町一丁１１８
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宮

072-242-7861 072-242-7862 有限会社ケアサプライ

072-320-0137 072-320-0245 一般社団法人こもれび

072-269-4162 072-269-4262 介護支援センター船尾株式会社
浜

072-246-9588 072-246-9533 株式会社バッテリー

072-267-1566 072-267-1568 株式会社セルビス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問看護

いずみ訪問看護ステーション

2766390039 堺市西区

北条町一丁２番３１号

072-276-5505 072-276-5525 医療法人大泉会

訪問看護

さくら訪問看護ステーション

2766390047 堺市西区

上野芝向ヶ丘町六丁１－３４
パルファン上野芝１階

072-267-4539 072-268-2388 株式会社シーエムエス

訪問看護

訪問看護ステーションここいろ
2766390443 堺市西区
堺

上野芝向ヶ丘町一丁２４番１４
072-242-4577 072-242-4578 株式会社和心
号

訪問看護

大阪南リハビリ訪問看護ステー
2766390138 堺市西区
ション

上４５９－１

訪問看護

訪問看護ステーションほのぼの 2766390351 堺市西区

上５５９番地１

訪問看護

訪問看護ステーション心〈ここ
2766390369 堺市西区
ろ〉

上６３０－１１

072-271-3711 072-271-3712 株式会社Ｃｏｃｏｌｏ

訪問看護

ケアライフ福泉訪問看護ステー
2766390203 堺市西区
ション

草部４６５番地１４号

072-247-5616 072-271-1360

訪問看護

ベルアンサンブル訪問看護ス
テーション

菱木一丁２３４３番１７

072-349-6753 072-349-6731 社会医療法人生長会

訪問看護

訪問看護ステーションすみれの
2766390336 堺市西区
家

山田二丁１８９番８号

072-290-7541 072-290-7551 株式会社メディカルケア堺

訪問看護

アイビー訪問看護ステーション 2760190518 堺市西区

津久野町一丁１番１の５

072-274-8331 072-274-8332 株式会社カルナ

訪問看護

あゆみ訪問看護ステーション

2766390088 堺市西区

津久野町二丁３６番２７号

072-201-0467 072-201-0468 株式会社誠心

訪問看護

うさぎ訪問看護ステーション

2766390310 堺市西区

鳳東町二丁１７７－３

072-272-8811 072-272-9012 医療法人泉翔会

2766390070 堺市西区
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072-290-7917 072-290-7918

株式会社大阪南ケアリングサー
ビス

昌和鳳３０３ 072-284-7071 072-284-7072

株式会社メディカルアソシエイ
ツ

ケアライフ・メディカルサプラ
イ株式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問看護

ｎａｇｏｍｉ堺鳳訪問看護ス
テーション

2766390419 堺市西区

鳳東町二丁１９８番地

訪問看護

訪問看護ステーションピース

2766390476 堺市西区

鳳東町６丁６０２－１－１４０
072-464-0294 072-463-2940 株式会社ラヴィータピエーナ
５

訪問看護

耳原訪問看護ステーション

2760190013 堺市西区

鳳南町五丁５９５
ニック内

訪問看護

訪問看護ステーションひまわり
2766390104 堺市西区
の里鳳

訪問看護

訪問看護ステーションいっぽ

訪問看護

愛スマイル訪問看護ステーショ
2766390161 堺市西区
ン

鳳西町一丁６７番地９

訪問看護

ぷれみあむ訪問看護ステーショ
2766390294 堺市西区
ン

鳳西町二丁１８番地１０
ラブール鳳２０１号室

訪問看護

訪問看護ステーションわ

訪問看護

訪問看護ステーショントライケ
2766390385 堺市西区
ア

鳳西町一丁８９－７
ハイツ１０４号

訪問看護

ケアサービスはるかぜ訪問看護
2766390179 堺市西区
ステーション

鳳中町五丁１５３－１
ア鳳２０１号

ラウレ

訪問看護

Ｔ・ルーツ訪問看護ステーショ
2766390260 堺市西区
ン

鳳中町三丁６１番１３
ル２０１・２０２号室

三久ビ

訪問看護

ふれ愛

2766390401 堺市西区

2766390377 堺市西区

訪問看護ステーション 2766390468 堺市西区

072-247-4882 072-275-4863 株式会社Ｓｕｎ－ｙｏｕ

耳原鳳クリ

072-273-1774 072-273-0647 社会医療法人同仁会

072-272-0262 072-272-0263 社会福祉法人ひまわり会

鳳南町四丁４７６－２

鳳南町五丁５１７番地２９ や
072-284-9609 072-284-9957 ＬＯＴＵＳ合同会社
をせマンション２階２０３号室
072-247-8156 072-247-8157 株式会社菩提樹
アド

072-266-5588 072-266-5589 株式会社プレミアム訪問看護

鳳西町二丁８番２号 ハイツウ
072-242-4810 072-242-6604 株式会社輪和話
エンディＡ棟１０５号室
第２末広

072-269-4681 072-269-4691 永樂義克株式会社

072-275-7520 072-275-7518 有限会社はるかぜ

072-230-4736 072-230-4737 有限会社美都

鳳中町四丁１２１番５号ー３０
072-247-8212 072-247-8212 株式会社Ｊ・Ｄ・Ａ
２号
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問看護

ペガサス訪問看護ステーション 2760190088 堺市西区

鳳北町十丁１０番地

072-265-7778 072-265-2878 社会医療法人ペガサス

訪問看護

訪問看護ステーションＡＩＬＥ 2766390328 堺市西区

鳳北町十丁３４－１０１

072-225-4420 072-225-4422 合同会社ナイス

訪問看護

スーパー・コート堺神石訪問看
2766390435 堺市西区
護ステーション

鳳北町十丁２５ コートロッジ
072-267-0600 072-267-0601 株式会社スーパー・コート
パート１ １０７号

訪問看護

訪問看護ステーション堺下田

2766390245 堺市西区

下田町１９番１５号

072-269-0505 072-269-0303

インテリジェントヘルスケア株
式会社

訪問看護

ｉｎｎｏｃｅｎｔ訪問看護ス
テーション

2766190371 堺市中区

学園町３番１０号

072-230-2611 072-230-2613

株式会社メディカルｉｎｎｏｃ
ｅｎｔ

訪問看護

医療法人浩仁会南堺訪問看護ス
2766190132 堺市中区
テーション

大野芝町２９０－１

072-236-3050 072-236-3055 医療法人浩仁会

訪問看護

シオン訪問看護ステーション

2766190108 堺市中区

土塔町３３３６番地２階

072-284-7778 072-284-7799 株式会社グリーングラス

訪問看護

訪問看護ステーション風香

2766190231 堺市中区

深井沢町３３１５
深井４０３号

グランパス

072-202-0227 072-202-0228 株式会社ネクサステージ

訪問看護

訪問看護ステーション
ン堺中区

2766190330 堺市中区

深井沢町３３２４
ビル２階

ＦＵＫＡＩ

訪問看護

ソフィアメディ訪問看護ステー
2766190462 堺市中区
ション堺中央

深井沢町３１１８
ドビル２階

ＭＳセカン

訪問看護

訪問看護ステーション
ト・大阪

フィッ

2766190488 堺市中区

深井沢町３２８４番地
ル３階Ａ号室

訪問看護

訪問看護ステーション
やこ）

京（み

2766190447 堺市中区

土師町五丁３０番１５－２号

デュー
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安田ビ

072-277-8306 072-277-8307 株式会社Ｎ・フィールド

072-246-9183 072-246-9184 ソフィアメディ株式会社

072-247-8023 072-247-8037 株式会社ハートケア

072-369-4130 072-369-4131 合同会社ＭＩＹＡＣＯ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

2766190207 堺市中区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

福田５４１番１

072-230-5000 072-230-5077 社会福祉法人幸雪会

上之４３０番地４

072-289-0023 072-289-0021 有限会社結芽そう

2766190264 堺市中区

東山６２番地１

072-239-0621 072-239-0622 医療法人恵泉会

ＺｉＰ 2766190272 堺市中区

東山４３番地１

072-360-4155 072-360-4156

2766190389 堺市中区

東山５０－１

072-237-1133 072-237-1134 合同会社Ｒｈｙｚｍ

希望訪問看護ステーション

2766190520 堺市中区

東山９５３－３
階

訪問看護

訪問看護ステーション
アムール

2766190413 堺市中区

平井３８番地７

072-275-9116 072-275-9117 株式会社アンジュ

訪問看護

ネットワークナース訪問看護ス
2766190157 堺市中区
テーション

深阪二丁９番２号

072-234-2564 072-234-6853 三共電子工業株式会社

訪問看護

ベルシャンテ訪問看護ステー
ション

深阪一丁１３番６７号

072-278-1172 072-278-1010 社会医療法人生長会

訪問看護

あこうて訪問看護ステーション 2766190496 堺市中区

深阪一丁６番３９号
ハイツＡ１０２号

072-321-8595 072-321-1921 合同会社Ｂｏｎｔｅ

訪問看護

ペガサス訪問看護ステーション
2760190203 堺市中区
イースト

八田北町１０２０番地

072-278-9960 072-278-9970 社会医療法人ペガサス

訪問看護

訪問看護ステーション「ふれあ
2760190401 堺市中区
い」

八田南之町２６７番地２

072-279-1631 072-279-1675 医療法人杏和会

訪問看護

訪問看護ステーション遊陶里

訪問看護

ゆめそう訪問看護ステーション 2766190124 堺市中区

訪問看護

ハート訪問看護ステーション

訪問看護

訪問看護ステーション

訪問看護

訪問看護ステーション和音

訪問看護

こころ

2766190199 堺市中区
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２Ｆ

ウインビル１

グリーン

株式会社Ｏｎｅ
ｍｉｌｙ

Ｂｉｇ

072-230-1870 072-230-1871 株式会社希望社

Ｆａ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）
毛穴町９２－１
階

ベニヤビル２

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問看護

シンシア訪問看護ステーション 2766190173 堺市中区

訪問看護

訪問看護ステーション絆

2766190256 堺市中区

深井中町１８８８番地１４

072-270-2467 072-270-2466 合同会社絆

訪問看護

輝の訪問看護ステーション

2766190280 堺市中区

深井中町１２１１番地３

072-281-0512 072-281-0513 有限会社輝ケアーセンター３９

訪問看護

訪問看護ステーションＡｎｅｌ
2766190454 堺市中区
ａ

訪問看護

訪問看護ステーション真月

訪問看護

リハっする訪問看護ステーショ
2760190492 堺市中区
ン

深井清水町１７９７－１－１０ 072-278-6401 072-278-6403 有限会社在宅ケアのリハっする

訪問看護

訪問看護ステーションフェイト
2766190066 堺市中区
深井

深井清水町１８０４番地４０

072-270-2880 072-270-2880

訪問看護

医療法人眞祥会 訪問看護ス
テーションふくふく

深井清水町３９８５番地
深井ビル６階

080-2075-0675 072-246-9968 医療法人眞祥会

訪問看護

リハビリ訪問看護ステーション
2766190470 堺市中区
きらら

深井清水町３６０１

訪問看護

居宅支援事業所エル訪問看護ス
2766190082 堺市中区
テーション

宮園町２番１１号

072-350-6991 072-350-6993 株式会社ｎｅｏ

訪問看護

くるみ訪問看護ステーション

2766190025 堺市中区

東八田３３９番地２

072-279-2424 072-279-2424 合資会社大誠メディカル

訪問看護

ひなた訪問看護ステーション

2766190512 堺市中区

小阪２９７－１

072-242-3095 072-281-0130 優仁ウエルネス株式会社

2766190504 堺市中区

2766190439 堺市中区

072-260-1233 072-273-1266 株式会社シンシア

深井中町７４３番１２ セカン
072-230-4721 072-230-4781 株式会社Ａｎｅｌａ
ド・ライフ深井中町１階
072-205-2283 072-205-2283 株式会社ハッピービジョン

深井中町１４１５番地６
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ＨＳ

株式会社総合在宅医療サービス
Ｆａｔｅ

１０６号 072-247-9191 072-247-8611 有限会社なかむら

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名
合同会社訪問看護ステーション
ぼだい

訪問看護

訪問看護ステーションつくし

2766290098 堺市東区

菩提町二丁９９番地４

072-286-1953 072-286-1953

訪問看護

訪問看護ステーションケアリン
2766290189 堺市東区
グ

菩提町一丁２６番地６

072-294-6800 072-288-3323 株式会社ケアリング

訪問看護

訪問看護ステーションアイリス 2766290254 堺市東区

菩提町３－９－１

072-289-7220 072-289-7228 株式会社シーヒューマン

訪問看護

おひさま訪問看護ステーション
2766290262 堺市東区
初芝

菩提町二丁６５番地

072-287-3330 072-287-3332 社会福祉法人頌徳福祉会

訪問看護

訪問看護ステーションきらく

白鷺町三丁１８１６番４

072-287-7737 072-287-7738 有限会社楽栄

訪問看護

みつばち訪問看護ステーション 2766290205 堺市東区

白鷺町三丁１３番１号

072-288-4859 072-288-4860 株式会社轍

訪問看護

Ｍａｔｅ訪問看護ステーション 2766290213 堺市東区

白鷺町一丁２６－１
白鷺２０１

0800-500-1086 072-231-9354 合同会社Ｅ’ｍｓ

訪問看護

訪問看護ステーション

訪問看護

よろこんぶ訪問看護ステーショ
2766290064 堺市東区
ン

日置荘西町２－５－１６ Ｆｉ
ｏｒｅ ＨＡＴＳＵＳＨＩＢＡ 072-288-4646 072-287-3255 株式会社快奏
１０２号

訪問看護

コットン訪問看護ステーション 2766290072 堺市東区

日置荘西町七丁３１番８号 サ
072-201-8787 072-201-8788 株式会社ＨＡＮＡ
ンハイムＭＯＲＩ１０１号室

訪問看護

訪問看護ステーションアーク

2766290221 堺市東区

丈六２０３－３８

072-322-3939 072-322-3938 株式会社アーク

訪問看護

社会医療法人頌徳会日野病院

2710109758 堺市東区

北野田６２６番地

072-239-5863 072-231-9017 社会医療法人頌徳会

2766290148 堺市東区

こはる 2766290171 堺市東区

ラッキー

日置荘北町二丁１０－２８
１０３号
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Ａ

072-290-7832 072-290-7833 株式会社やまゆり

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問看護

ぽると訪問看護ステーション

2766290114 堺市東区

北野田２８番３－１０１号

072-349-7159 072-349-9753 株式会社ＭＯＮ

訪問看護

心訪問看護ステーション

2766290122 堺市東区

北野田６１７番地９
ビル

072-247-5726 072-239-7771 株式会社ロハル

訪問看護

訪問看護ステーションふれあい
2760190245 堺市東区
ポート

訪問看護

訪問看護ステーション仁

訪問看護

訪問看護ステーションＳｔｏｒ
2766290239 堺市東区
ｙ

訪問看護

訪問看護ステーションなごみ

2760190476 堺市東区

西野２５４番地３

訪問看護

みおつくし訪問看護ステーショ
2766290155 堺市東区
ン

大美野１５８－３
デンス１０３号室

訪問看護

ふみの木訪問看護ステーション 2766290247 堺市東区

大美野１６２番地１４

072-230-0801 072-230-0802

訪問看護

草尾リハビリ訪問看護ステー
ション

草尾１１６６－２

072-247-7778 072-230-5653 ヘルスケアリンク株式会社

訪問看護

そらいろ訪問看護ステーション 2766490326 堺市南区

宮山台一丁６番８号
台貸店舗Ｄ号

訪問看護

訪問看護ステーションふるーと 2760190559 堺市南区

深阪南１１１番地の２

訪問看護

訪問看護ステーション
グリラ

深阪南１１７番地 深阪矢谷ビ
072-230-3340 072-230-3341 合同会社シャングリラ
ル ２階 ２０２号

2766290031 堺市東区

シャン

2766290106 堺市東区

2766490300 堺市南区

ロハル

大阪みなみ医療福祉生活協同組
合

南野田１３１－３

072-236-3751 072-236-1160

南野田３４４番地１４

072-320-5709 072-320-5708 株式会社仁

南野田２３６番地２
１０２号室

072-230-0888 072-230-0889 株式会社ＫＥＮＢＯＵ
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マイオス

072-230-0981 072-230-0833 医療法人恒尚会
大美野レジ

２Ｆ
山楠宮山

072-235-6633 072-235-6655 株式会社スリースタ－
合同会社ふみの木訪問看護ス
テーション

072-289-7103 072-289-7104 有限会社心

072-235-1363 072-235-1363 有限会社ウィズ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

訪問看護

あかるい手訪問看護ステーショ
2766490318 堺市南区
ン

深阪南１１９番地
ドビル１０１号

訪問看護

訪問看護ステーション
泉ケ丘

土佐屋台１５５９－２０２

072-248-5248 072-344-5428 株式会社三楽

訪問看護

医療法人恒進會バウムリハビリ
テーションセンター訪問看護ス 2760190328 堺市南区
テーションエール

豊田４０番地

072-296-0693 072-295-8699 医療法人恒進會

訪問看護

Ｓｅｉｅｉ訪問看護ステーショ
2766490383 堺市南区
ン

豊田１５３７番地２
ト１０２号

訪問看護

桜けあ訪問看護ステーション

2766490151 堺市南区

三原台三丁７番９号

072-355-3405 072-249-4466 株式会社桜けあ

訪問看護

シィード訪問看護

2766490342 堺市南区

晴美台四丁８番７号

072-283-5037 072-283-5037 シィード訪問看護株式会社

訪問看護

はるか訪問看護ステーション

2766490201 堺市南区

槇塚台三丁１番２３号

072-289-6382 072-293-4199 株式会社愛のケア工房はるか

訪問看護

訪問看護ステーション
ルキャンディー

2766490268 堺市南区

槇塚台二丁１２番８号

072-299-1013 072-299-1014 株式会社ＲＥＫＯ

訪問看護

ペガサス訪問看護ステーション
2766490136 堺市南区
若松台

若松台三丁３４番９号

072-284-1050 072-284-1051 社会医療法人ペガサス

訪問看護

あんど訪問看護ステーション

2766490177 堺市南区

高倉台二丁５番１０号

072-284-0510 072-284-0511 株式会社杏

訪問看護

訪問看護ステーションしんかい 2766490334 堺市南区

高倉台二丁３８番１３号
ツ恵２０２号

訪問看護

訪問看護ステーション
イフ堺高倉台

高倉台２丁３９－７－１

パーム

アップ

イーラ

2766490359 堺市南区

2766490367 堺市南区
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ダイヤモン

事業所TEL

ＭＹコー

ハイ

072-349-6157 072-237-4100 有限会社石井

072-296-7300 072-296-7322 星瑛株式会社

072-321-6073 072-321-8395 合同会社新開

072-294-5060 072-294-5061 株式会社ウィザスイーライフ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

訪問看護

Ｗｉｔｈ訪問看護ステーション 2766490375 堺市南区

高倉台２丁２７－１０
レＢ２０１号

訪問看護

泉北リハビリ訪問看護ステー
ション

2766490243 堺市南区

原山台一丁１４番１２号
４ビルディング２階

訪問看護

年輪診療所

2710106804 堺市南区

御池台五丁２番２号

072-293-4800 072-298-3396 社会福祉法人朋和会

訪問看護

まごころ訪問看護ステーション 2760190435 堺市南区

別所２２９番地

072-290-5561 072-290-5562 有限会社まごころ喜多

訪問看護

小出訪問看護ステーション

2766490250 堺市南区

城山台三丁３番２号

072-298-0125 072-298-0125 株式会社ＬＵＮＡ

訪問看護

マクレ訪問看護ステーション

2766490037 堺市南区

鴨谷台一丁４１－６

072-294-0313 072-294-0313 株式会社マクレ

訪問看護

ハートフルサンク訪問看護ス
テーション

2766490144 堺市南区

桃山台２－３－４
桃山１Ｆ

072-289-5755 072-289-5785 株式会社ハートフルサンク

訪問看護

あるふぁ訪問看護ステーション 2766490193 堺市南区

桃山台二丁２０番７号

072-284-9252 072-284-9253 ユニバーサルケア株式会社

訪問看護

せかんど訪問看護ステーション 2766490060 堺市南区

檜尾３０９３－７

072-260-1294 072-260-1295 特定非営利活動法人せかんど

訪問看護

アール訪問看護ステーション
さかい

檜尾１１４番地４

072-242-6149 072-242-6069 株式会社ケアサポートりんぐ

訪問看護

りゅうじん訪問看護ステーショ
2766490052 堺市南区
ン泉北

和田７１１番１４５

072-297-8807 072-297-8815 大和ビルド株式会社

訪問看護

りんご訪問看護ステーション

2766490185 堺市南区

１１

ツインビル

2766690123 堺市美原区 小平尾８８９－１－２
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ソファ

事業所TEL

072-369-4312 072-369-4313

コミュニティケアリング合同会
社

072-292-7303 072-292-7302 合同会社泉北医療企画

072-248-4409 072-248-5626 株式会社リビシン

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

訪問看護

訪問看護ステーションてんじゅ 2766690040 堺市美原区 さつき野東一丁目５番１

訪問看護

ゆう訪問看護ステーション

2766690065 堺市美原区 北余部３９０－２

072-370-7771 072-370-7772 株式会社ユウビック

訪問看護

訪問看護ステーション
コ

ニコニ

2766690115 堺市美原区 北余部４５－２１

072-363-1660 072-363-1660 株式会社イーグル

訪問看護

訪問看護ステーション

ひまり 2766690149 堺市美原区 北余部４０－５０

訪問看護

訪問看護ステーションウェルケ
2766690156 堺市美原区 北余部４９２－６
ア

072-349-7576 072-247-5669 株式会社ウェルケア

訪問看護

訪問看護ステーションぽかぽか 2766690016 堺市美原区 今井３８０番地

072-361-4999 072-361-4999 医療法人好寿会

訪問看護

まある訪問看護ステーション

2766690099 堺市美原区 今井９７番地

072-362-8688 072-362-8677 しろう株式会社

訪問看護

訪問看護ステーションｆｏｒ
ｙｏｕ

2766690024 堺市美原区 太井６８７－２

072-362-6072 072-362-6077 株式会社フォーユー

訪問看護

訪問看護ステーションぶるーむ 2766590216 堺市北区

訪問看護

結び訪問看護ステーション

訪問看護

訪問看護ステーション阪南中央
2766590414 堺市北区
北花田

北花田町四丁９３－６ プロ
シードタチバナ２０２号室

072-267-4424 072-267-4426

訪問看護

フィールド訪問看護ステーショ
2766590497 堺市北区
ン

北花田町３－３０－２１

072-256-4716 072-256-4719 合同会社Ｇｒｅｅｎ

2766590307 堺市北区

北花田町三丁３７番地７
モンテラーゼ４０７

072-363-5501 072-363-5502 社会福祉法人天寿会

072-321-7753 072-321-7753 株式会社縁

ＵＳ

072-205-8755 072-205-8756 パートナー株式会社

北花田町三丁３３番地１６－２
072-251-6111 076-251-6112 株式会社ニューシップ結び
０３
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社会医療法人阪南医療福祉セン
ター

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

2766590505 堺市北区

事業所所在地（町番地）
北花田町３丁１７番地２４
ジデンス北花田３０１号

事業所TEL
レ

事業所FAX

法人名

072-254-1602 072-254-1622 Ｙ’ｓ株式会社

訪問看護

こあ＋訪問看護ステーション

訪問看護

訪問看護ステーションひまわり
2766590224 堺市北区
の里 蔵前

蔵前町二丁１６番１２号

072-275-6037 072-275-6087 社会福祉法人ひまわり会

訪問看護

アミーナース
ション

2766590364 堺市北区

新堀町二丁１０６番地２

072-255-9001 072-255-9002 株式会社セルクル

訪問看護

りゅうじん訪問看護ステーショ
2766590067 堺市北区
ンしんかな

奥本町１－４３－２０５

072-240-4141 072-240-4139 大和ビルド株式会社

訪問看護

こころね訪問看護ステーション 2766590141 堺市北区

新金岡町五丁９番１１６号

072-245-9874 072-245-9875 一般社団法人日本福祉会

訪問看護

訪問看護ステーションみやび

金岡町２３０２－１

072-247-7325 072-247-7395 株式会社サムズアップ

訪問看護

ヴィータ訪問看護ステーション 2766590422 堺市北区

金岡町２２７０番地４
ンション１０３号

訪問看護

タイヨウ訪問看護ステーション 2766590257 堺市北区

中百舌鳥町四丁５４０番１号

072-258-6660 072-258-6661 有限会社タイヨウビジネス

訪問看護

植木訪問看護ステーション

中百舌鳥町１－８－１

072-257-0106 072-257-0107 医療法人方佑会

訪問看護

訪問看護ステーションナービス
2766590026 堺市北区
堺

長曽根町３０８２－５ エン
ジェルズ・アイ３０１号室

072-260-4190 072-260-4191 株式会社かんでんジョイライフ

訪問看護

すまいる・ポッケ訪問看護ス
テーション

2766590034 堺市北区

長曽根町１６６７番地
ａｉｒｅ

072-254-1366 050-1136-3122 株式会社すまいる・ポッケ

訪問看護

ライフ訪問看護ステーション

2766590083 堺市北区

長曽根町２２１３番地１
ビル

訪問看護ステー

2766590273 堺市北区

2766590281 堺市北区
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ＡＫマ

Ｐｏｌ

街路

072-230-4130 072-230-4132 合同会社Ｌｉｎｋ

072-240-1567 072-240-1566

Ｈｅａｒｔ

株式会社ライフ・サポート・コ
ミュニケーションズ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

2766590265 堺市北区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-246-6622 072-246-6602 ソレイユ株式会社

訪問看護

わかば訪問看護ステーション

訪問看護

かえるこころの訪問看護ステー
2766590323 堺市北区
ション

長曽根町１３０番地４２ さか
い新事業創造センターＳ－Ｃｕ 072-252-6650 072-252-6651 合同会社かえるメディカル
ｂｅ２０６

訪問看護

スギ訪問看護ステーション新金
2766590356 堺市北区
岡

長曽根町７２０番地１

072-275-5072 072-275-5073 スギナーシングケア株式会社

訪問看護

医療法人恵典会 訪問看護ス
テーションｈａｂａｔａｋｉ

2766590463 堺市北区

百舌鳥梅北町三丁１１８－３
２階

072-242-4171 072-242-4181 医療法人恵典会

訪問看護

はーとるーぷ訪問看護ステー
ション

2766590166 堺市北区

百舌鳥梅町三丁１１番地１
１タツミマンション１０３

072-253-5111 072-253-5120 日本メッシュ工業株式会社

訪問看護

リンク訪問看護ステーションな
2766590455 堺市北区
かもず

百舌鳥梅町三丁２８－１７

072-200-2711 072-254-5020 ヘルスケアリンク株式会社

訪問看護

訪問看護ステーションほくほく 2766590471 堺市北区

百舌鳥梅町一丁１－６
ル２００号室

072-275-7787 072-275-7466 株式会社ｋａｇａｙａｋｉ

訪問看護

Ａｍｕｒｕ訪問看護ステーショ
2766590489 堺市北区
ン

百舌鳥陵南町２－６２６ セン
072-247-7830 072-247-7083 合同会社アムール
ターコート・ナカモズＢＬＤ
ＢＣ－２

訪問看護

地域ケアステーション八千代・
2766590182 堺市北区
訪問看護ステーション

百舌鳥本町一丁６番地１
Ｉビル２階

訪問看護

アイサポート三国ケ丘訪問看護
2766590117 堺市北区
ステーション

百舌鳥赤畑町一丁６番地１
ヴィラ三国ヶ丘Ⅱ１Ａ

訪問看護

訪問看護ステーション
ビッグ

百舌鳥赤畑町四丁３３０番地１ 072-258-7888 072-258-6200 株式会社ナオビッグ

訪問看護

ビーナス訪問看護ステーション 2766590059 堺市北区

ナオ

2766590315 堺市北区

長曽根町１２０７番４号

東雲東町一丁６－２３
ル１階
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第

昭和ビ

Ｈ．

宝永ビ

072-257-2808 072-257-2811 有限会社オフィスエイド

072-240-3882 072-240-3883 株式会社ウェルケアサービス

072-242-8755 072-242-8430 株式会社ビーナス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）
東雲東町二丁１番５号
メ河善８０３号室

事業所TEL

ジェル

事業所FAX

法人名

訪問看護

にのしま訪問看護ステーション 2766590372 堺市北区

訪問看護

Ａｎｓ訪問看護ステーション

2766590406 堺市北区

大豆塚町１－２４－２１
ヤル豆塚１０１号室

訪問看護

アルコ訪問看護ステーション

2766590158 堺市北区

北長尾町三丁５番３号
オ小島４０２号室

訪問看護

訪問看護ステーション
ｌ

2766590448 堺市北区

中長尾町三丁１－２６

072-260-4541 072-260-4542 株式会社Ｋｉｎｄ

訪問看護

あすなろ訪問看護ステーション 2766590042 堺市北区

東三国ヶ丘町五丁５番２号

072-240-2402 072-240-2402 医療法人仁悠会

通所介護

デイサービス
浅香山

2776002764 堺市堺区

浅香山町三丁５－２０

072-232-8300 072-232-8301 株式会社サムズアップ

通所介護

リハビリセンターあさか

2776003432 堺市堺区

浅香山町三丁１２番１０号
ナタニビル３階

ハ

通所介護

ニチイケアセンターベルマー
ジュ堺

2770103246 堺市堺区

田出井町１番２－１００号
ルマージュ堺弐番館

ベ

通所介護

ビーナスクラブ

2776003770 堺市堺区

田出井町１番１号 ベルマー
ジュ堺１階１２４号室

072-276-4342 072-276-4604 株式会社ビーナス

通所介護

デイサービスアクア堺北

2776001881 堺市堺区

北田出井町一丁５－５

072-228-9400 072-228-9665 社会福祉法人ラポール会

通所介護

デイサービスセンターかーさ・
2770102727 堺市堺区
びあんか

今池町四丁４番８号

072-229-6266 072-229-0110 社会福祉法人浅香山記念会

通所介護

やすらぎ倶楽部
ハ・タウン

今池町二丁６－２２

072-238-3220 072-238-3221

Ｗｉｌ

きたえるーむ堺

晴れる家リ

2776003069 堺市堺区
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ロイ

パラシ

072-259-8888 072-259-8999 合同会社２アイランド

072-269-4081 072-269-4083 株式会社ＭＹＫ

072-242-8904 072-242-8914 有限会社ケアサポート関西

ｈｅａｒｔ

072-228-9050 072-228-9051 合同会社Ｚｉｎ

072-282-8031 072-282-8032 株式会社ニチイ学館

特定非営利活動法人やすらぎ倶
楽部

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

通所介護

フェリーチェ けやき通り
イサービスセンタ－

通所介護

デイサービス
国ヶ丘

通所介護

ツクイ堺

通所介護

デ

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776003671 堺市堺区

北三国ヶ丘町五丁２番１号

072-232-1115 072-232-1165 株式会社アンダンテ

2776003846 堺市堺区

向陵中町六丁６番１号

072-276-4556 072-247-7065 照恵商事株式会社

2776002038 堺市堺区

向陵西町二丁４－１２

072-225-5547 072-225-5548 株式会社ツクイ

大仙もずの音デイサービスセン
2776001659 堺市堺区
ター

大仙町１番２号

072-238-0088 072-238-1388 社会福祉法人みささぎ会

通所介護

グレース堺デイサービスセン
ター

2770102966 堺市堺区

京町通１番２１号

072-232-0007 072-232-1133 社会福祉法人宏和会

通所介護

機能訓練型
志縁

2776004117 堺市堺区

翁橋町１丁９－１
１０１室

通所介護

ベルライブデイサービスセン
ター

2770106116 堺市堺区

南安井町三丁１番１号

072-221-7013 072-221-7173 社会福祉法人悠人会

通所介護

ＧＲＡＮＤ

せせらぎ 2776003820 堺市堺区

霞ヶ丘町四丁１番３８号

072-275-5140 072-275-5141 株式会社せせらぎ

通所介護

ニチイケアセンター津久野

2776000636 堺市堺区

神石市之町１６番２５号
ＣＴファーストビル

通所介護

ペガサスデイサービスセンター
2776002103 堺市堺区
神石

通所介護

デイサービス笑楽

通所介護

デイサービス

ケアプラス三

デイサービス

ＳＰＡ

石津

ハイジ

和

シャルム堺

ＦＯ

072-343-0809 072-343-0809 株式会社和志エステート

072-267-6528 072-266-5271 株式会社ニチイ学館

神石市之町３番３８

072-265-9020 072-265-9021 社会医療法人ペガサス

2776003556 堺市堺区

石津町三丁１４番５４号

072-350-3900 072-350-3899 株式会社ビオネスト

2776003689 堺市堺区

昭和通二丁３４番１

072-243-0294 072-243-0295 ハイジイノベーション株式会社
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名
エルケアデ

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

通所介護

エルケア株式会社
イサービス御陵前

2776003838 堺市堺区

昭和通二丁３６番１

072-242-7201 072-242-7205 エルケア株式会社

通所介護

デイサービスステーションきず
2770105159 堺市堺区
なの会

西湊町六丁４番３号

072-243-7600 072-243-7608 特定非営利活動法人きずなの会

通所介護

デイサービス
陵前

2776002871 堺市堺区

西湊町一丁３－２４

072-243-7555 072-243-7556 医療法人オーク会

通所介護

ペガサスデイサービスセンター
2776003309 堺市堺区
雅老園

楠町二丁１番２０号

072-245-8815 072-245-8802 社会福祉法人風の馬

通所介護

堺ケアセンターそよ風

南島町五丁１６１番地２

072-225-5410 072-225-5412

通所介護

ゆうあいデイサービスセンター 2776000453 堺市堺区

南島町五丁１５７番地の２

072-226-3900 072-226-3950 株式会社ライフメイト

通所介護

ポシブル堺鉄砲町

2776003044 堺市堺区

三宝町四丁２５４－１

072-225-1611 072-225-1630 株式会社創新ウェルネス

通所介護

リハビリデイサービス大きな
手・堺

2776001378 堺市堺区

柳之町東１－１－７

072-222-4000 072-222-4003 株式会社東海医療グループ

通所介護

ジョイリハ堺東

2776001493 堺市堺区

櫛屋町東三丁１－１０

072-223-8100 072-223-8101

通所介護

デイサービスセンターアル・
ソーレ

2770104830 堺市堺区

甲斐町西二丁１番１５号

072-222-2262 072-222-2302 社会福祉法人南の風

通所介護

リハビリデイサービス
筋倶楽部

2776001451 堺市堺区

甲斐町東二丁１番２号２階

072-223-0075 072-223-0076 株式会社ＯＺＫ

通所介護

デイサービス笑楽

2776002657 堺市堺区

住吉橋町二丁１番１２号

072-350-3822 072-350-3821 株式会社ビオネスト

オーク倶楽部御

堺

2770109078 堺市堺区

オズ貯
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１階

株式会社ユニマット リタイア
メント・コミュニティ

株式会社キックス・インターナ
ショナル

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

通所介護

ハートピア堺デイサービスセン
2770101091 堺市堺区
ター

海山町三丁１５０番地１

072-222-8080 072-222-8778 社会福祉法人堺福祉会

通所介護

デイサービスケアライフ石津川 2770108245 堺市西区

浜寺石津町西二丁１番６号

072-241-8181 072-241-8139

通所介護

ペガサスデイサービスセンター
2776302149 堺市西区
石津北

浜寺石津町西一丁２番７号

072-245-9605 072-245-9240 社会福祉法人風の馬

通所介護

アースサポート堺浜寺

2776302529 堺市西区

浜寺石津町中一丁９番２４号

072-280-0220 072-280-0221 アースサポート株式会社

通所介護

デイサービス
川

2776302628 堺市西区

浜寺石津町中三丁２番８号

072-244-5910 072-244-5911 株式会社ソラスト

通所介護

ペガサスデイサービスセンター
2776300432 堺市西区
石津

浜寺石津町東一丁３番３１号

072-245-3661 072-245-3661 社会医療法人ペガサス

通所介護

ペガサスデイサービスセンター
2776300721 堺市西区
石津２号館

浜寺石津町東１丁３番２８号

072-247-3333 072-247-3333 社会医療法人ペガサス

通所介護

デイサービスセンターｈａｌｅ 2776301406 堺市西区

浜寺船尾町東一丁１２９番地

072-275-8580 072-275-8581 株式会社虹色ケアサービス

通所介護

中央デイサービスセンター

浜寺公園町一丁２２番５

072-263-2266 072-263-3670 医療法人恵泉会

通所介護

在宅サービス
ホーム上野芝

北条町二丁２４番６号

072-276-7073 072-276-7078 大阪いずみ市民生活協同組合

通所介護

晴れる家リカバリー

2776302719 堺市西区

上野芝向ヶ丘町六丁６－１６

072-276-0909 072-276-0910 エクレシア株式会社

通所介護

朗友サロンデイサービスセン
ター

2770101521 堺市西区

草部７４３番地

072-271-7611 072-271-7311 社会福祉法人おおとり福祉会

ソラスト堺石津

2776300713 堺市西区

コープスマイル
2770108617 堺市西区
デイサービス
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ケアライフ・メディカルサプラ
イ株式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

通所介護

パルハウスくさべデイサービス
2776300523 堺市西区
センター

草部１４１７

072-275-0111 072-275-0075 社会福祉法人和風会

通所介護

デイサービスセンターハートピ
2770101877 堺市西区
ア泉北

太平寺３３１番地１

072-297-9598 072-297-8838 社会福祉法人堺福祉会

通所介護

ベルアルプデイサービスセン
ター

2776301216 堺市西区

菱木一丁２３４３番１６

072-349-6714 072-349-6717 社会福祉法人悠人会

通所介護

デイサービスひなた

2776301687 堺市西区

菱木一丁２３１３番地

072-339-4165 072-339-4651 優仁ウエルネス株式会社

通所介護

健康サロン リフレ・えびす
萬崎クリニックモールデイサー 2776301935 堺市西区
ビス

菱木一丁２２２９番２
リニックモール内

萬崎ク

通所介護

ハートフルサンクデイ・ひしき
2776302537 堺市西区
乃湯

菱木１－２４４６－１
ル１Ｆ

ドイビ

通所介護

デイサービスつばき堺

2776300648 堺市西区

山田一丁１０８４番１

072-260-5771 072-260-5772

通所介護

はーとらんどデイサービスセン
2770101489 堺市西区
ター

津久野町一丁７番２０号

072-272-7400 072-272-7401 社会福祉法人フローラ藤の会

通所介護

老人デイサービスセンターやす
2770109110 堺市西区
らぎの園津久野

鶴田町１０番７号

072-260-0003 072-260-0202 社会福祉法人稲穂会

通所介護

朗友館デイサービスセンター

鳳東町六丁６５９番地１

072-275-1555 072-275-1775 社会福祉法人おおとり福祉会

通所介護

生活リハビリデイセンターアビ
2776301224 堺市西区
リティーズ堺おおとり

鳳東町七丁８０７

072-260-1611 072-260-1612

通所介護

レッツ倶楽部鳳

菱木

2770101513 堺市西区

2796300263 堺市西区

072-272-7711 072-272-7728 株式会社オプトアイ

072-260-3180 072-260-3182 株式会社ハートフルサンク
株式会社カメリヤ・プランニン
グ

アビリティーズ・ケアネット株
式会社

鳳東町七丁７４５番地４ 鳳グ
072-284-9471 072-284-9474 株式会社関西研磨
リーンパレス１階Ｄ・Ｅ号
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

通所介護

さいせいデイサービスセンター
2776303014 堺市西区
鳳

鳳南町５－７１０－１

072-260-2231 072-260-2232 株式会社イムラ

通所介護

デイサービスセンターせせらぎ 2770105506 堺市西区

鳳西町一丁６８番地１８

072-275-8111 072-275-8111 株式会社せせらぎ

通所介護

デイサービスあんず

2776300705 堺市西区

鳳西町一丁８９番地１１

072-262-2214 072-262-2215 株式会社アプリコット

通所介護

クオレ倶楽部堺鳳

2776301836 堺市西区

鳳西町二丁９１－５

072-263-8821 072-263-8827 株式会社クオレ

通所介護

ビーナスクラブ鳳

2776300465 堺市西区

鳳北町八丁４４６番地の１

072-230-4388 072-230-4399 株式会社ビーナス

通所介護

デイサービス絆

2776101970 堺市中区

新家町４９９－１

072-234-0570 072-234-0571 株式会社絆

通所介護

グリーンハウス大野芝デイサー
2776101178 堺市中区
ビスセンター

大野芝町２７５番地３

072-289-6016 072-289-6011 社会福祉法人桜会

通所介護

ツクイ堺大野芝

2776102051 堺市中区

大野芝町１６４－１

072-230-3002 072-230-3003 株式会社ツクイ

通所介護

ディサービスセンターふれ愛の
2770101141 堺市中区
家

土塔町２０２８番地

072-237-1979 072-235-7857 社会福祉法人東光学園

通所介護

やすらぎの介護シャローム晴れ
2776100535 堺市中区
る家

土塔町２０４４番６０

072-234-8011 072-234-8815 シャローム株式会社

通所介護

デイサービス彩り

2776103620 堺市中区

深井東町３１３９番地

072-277-0738 072-277-0739 株式会社彩り

通所介護

共生型デイサービス
ピース

2776103372 堺市中区

深井沢町３２５６番地

072-242-8227 072-242-8226 株式会社ＰＥＡＣＥ

カラー
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

通所介護

デイサービスセンタークレーネ
2770104244 堺市中区
堺

通所介護

デイサービス福町

通所介護

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名
社会福祉法人エージングライフ
福祉会

福田３３９番地２

072-230-5288 072-230-5289

2776101376 堺市中区

福田５８９番地

072-237-2828 072-237-2877 一般財団法人氏家記念財団

デイサービスさらさ

2776101749 堺市中区

福田６８０番地１

072-350-7007 072-350-6951 株式会社さらさ

通所介護

デイサービス咲陶里

2776103026 堺市中区

陶器北２５２２番地

072-360-4433 072-360-4434 社会福祉法人幸雪会

通所介護

きりり

2776102176 堺市中区

見野山１６４番地

072-236-8779 072-234-8674 社会福祉法人五常会

通所介護

けやきデイサービスセンター

2770106132 堺市中区

辻之１１４０番地の１

072-230-1128 072-230-1156 有限会社エバー・グリーン山本

通所介護

ベルファミリアデイサービスセ
2770101612 堺市中区
ンター

東山８４１番地１

072-234-2005 072-234-4691 社会福祉法人悠人会

通所介護

デイサービスセンターひがしや
2776100865 堺市中区
ま

東山７１９番地１

072-230-0307 072-230-0308

通所介護

ナチュラルガーデン堺東山

2776101251 堺市中区

東山１７５番３号

072-230-1050 072-289-1185 株式会社レガート

通所介護

デイサービスセンターくるは

2776102564 堺市中区

東山１８０番３

072-230-3525 072-230-3526 株式会社ネクストアイ

通所介護

やすらぎの園通所介護事業所

2770102073 堺市中区

深井畑山町２５２８番地１

072-270-7000 072-270-7100 社会福祉法人稲穂会

通所介護

医療法人中村会デイサービスセ
2770105340 堺市中区
ンターくぜのさと

平井３０３番地１

072-270-3986 072-270-3386 医療法人中村会
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社会福祉法人コミュニティ福祉
会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名
株式会社ティーエヌコーポレー
ション

通所介護

デイサービスセンターふたば

2776102432 堺市中区

平井３１４番地

072-270-3345 072-270-3345

通所介護

ツクイ堺深阪

2770108997 堺市中区

深阪四丁１番６２号

072-230-2025 072-230-2026 株式会社ツクイ

通所介護

デイサービス向日葵

2776103380 堺市中区

深阪三丁５番４０号

072-369-4557 072-369-4565 株式会社Ｇ．Ｌ．Ｂ．

通所介護

福生会デイサービスセンター

2770104764 堺市中区

伏尾１９６番地

072-278-0205 072-278-0525 社会福祉法人福生会

通所介護

さいせいデイサービスセンター 2776102879 堺市中区

堀上町１００１番地１

072-276-5533 072-276-5534 株式会社イムラ

通所介護

鈴の宮

通所介護

2776101830 堺市中区

八田北町１０番地３１ １１－
072-270-8551 072-270-8552 有限会社心
１０１号 １１－１０３号

デイサービスわそう

2776102085 堺市中区

八田北町４１９－１

072-277-0860 072-277-0861 照恵商事株式会社

通所介護

ニチイケアセンター深井

2770102685 堺市中区

深井北町６４６番地２

072-276-0662 072-276-0663 株式会社ニチイ学館

通所介護

デイサービスひなた深井

2776101087 堺市中区

深井北町１７２番地１

072-279-4165 072-279-2951 優仁ウエルネス株式会社

通所介護

ビーナスクラブ深井

2776101608 堺市中区

深井中町３２２２

072-279-0200 072-279-0880 株式会社ビーナス

通所介護

デイサービスセンター
ナス

2776103448 堺市中区

深井中町１０５６番地２０

072-242-8718 072-242-8851 株式会社輝

通所介護

ジョイリハ堺小阪

2776100592 堺市中区

小阪２６９番地１

072-220-1727 072-220-1728

デイサービス

ヴィー
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株式会社キックス・インターナ
ショナル

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

2776102481 堺市中区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

小阪２８４番地

072-279-2109 072-279-2102 優仁ウエルネス株式会社

石原町三丁１５０番地

072-240-3378 072-240-2278 社会福祉法人そうび会

2770108369 堺市東区

菩提町二丁６２番地の１

072-288-2008 072-228-2007 社会福祉法人頌徳福祉会

2776200566 堺市東区

菩提町三丁１番２号

072-289-5555 072-289-5550 株式会社ビーナス

2776201259 堺市東区

白鷺町三丁１８番１７号

072-287-7224 072-287-7225 社会福祉法人ラポール会

日置荘北町二丁２１番３６号

072-288-1900 072-288-1901 株式会社ふるさぽーと

2776201317 堺市東区

日置荘北町一丁２６－１５

072-247-5905 072-247-5906 株式会社ウェルケア

通所介護

つるぎ荘デイサービスセンター 2770101695 堺市東区

日置荘田中町１４３番地１

072-286-2828 072-286-6868 社会福祉法人そうび会

通所介護

パナソニック エイジフリーケ
アセンター堺日置荘・デイサー 2776201291 堺市東区
ビス

日置荘西町七丁１０番１５号

072-285-5130 072-285-5131

通所介護

あかりデイサービス

2776201275 堺市東区

丈六５５番１号

072-360-4484 072-360-4492 株式会社新和

通所介護

デイサービス笑楽

2776200632 堺市東区

北野田４０７番地１

072-230-2323 072-230-2325 株式会社ビオネスト

通所介護

ハーモニーデイサービスセン
ター

2770100887 堺市東区

南野田３３番地

072-239-0011 072-239-0156 社会福祉法人野田福祉会

通所介護

デイサービスひなた

通所介護

つるぎ荘・やしもデイサービス
2770108021 堺市東区
センター

通所介護

ソルメゾン

通所介護

ビーナスクラブ菩提

通所介護

くみのき苑
サービス

通所介護

ふるさぽーとデイサービスセン
2776200558 堺市東区
ター堺店

通所介護

デイサービスつき

しらさぎ

デイ

北野田
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パナソニックエイジフリー株式
会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名
大阪みなみ医療福祉生活協同組
合

通所介護

北野田デイサービスセンター

2770104871 堺市東区

南野田１２７番地

072-236-0311 072-236-7223

通所介護

デイサービスくみのき苑ゆらら 2776200418 堺市東区

南野田４５４－２

072-289-1100 072-289-1101 社会福祉法人ラポール会

通所介護

元気奈良リハビリデイサービス
2776200640 堺市東区
ゆかい倶楽部

南野田１３７番地３

072-284-8815 072-284-8825 有限会社タイガー産業

通所介護

祥の郷デイサービスセンター

2776200111 堺市東区

西野１６５番地

072-289-2005 072-289-2006 株式会社アコリット

通所介護

デイサービスマサノ

2776200756 堺市東区

草尾１１６６番２

072-230-5650 072-230-5651 ヘルスケアリンク株式会社

通所介護

デイサービス

2776200889 堺市東区

草尾４５３番地

072-349-9751 072-349-9752

通所介護

あいとデイサービスセンター

2776200988 堺市東区

草尾２７４番地１

072-370-0753 072-370-0754 株式会社あいと

通所介護

ケアセンター仲村

2776400067 堺市南区

宮山台４丁７番９号

072-284-3700 072-295-5505

有限会社キャプテンフィンガー
ズ

通所介護

パナソニック エイジフリーケ
アセンター堺泉ヶ丘・デイサー 2770104103 堺市南区
ビス

和田東１００７番地４

072-292-0430 072-295-6061

パナソニックエイジフリー株式
会社

通所介護

ワンダーさかい

2776401834 堺市南区

深阪南１０３番地

072-247-4769 072-242-4765 株式会社カミレ

通所介護

デイサービス

2776401156 堺市南区

槇塚台三丁１番２５号

072-299-6541 072-292-4168 社会福祉法人恩徳福祉会

通所介護

ビーナスクラブ泉北

2776400315 堺市南区

若松台二丁１番２－１０１

072-290-6299 072-290-6298 株式会社ビーナス

りんご

クオーレ
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株式会社アップルイノベーショ
ン

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

通所介護

槇塚荘デイサービスセンター

2770101174 堺市南区

逆瀬川１０３８番地２

072-291-0920 072-291-9679 社会福祉法人上神谷福祉会

通所介護

エテルノスポーツ原山台

2776401743 堺市南区

原山台一丁１４番１２号

072-290-7561 072-290-7562 株式会社セルビス

通所介護

デイサービスカロス

2770107536 堺市南区

庭代台一丁５０番１号

072-297-1146 072-297-8988 社会福祉法人貞省会

通所介護

デイサービスセンター年輪

2770102297 堺市南区

御池台五丁２番２号

072-293-4800 072-298-3396 社会福祉法人朋和会

通所介護

故郷デイサービス

2796400253 堺市南区

御池台四丁７番地２

072-248-5165 072-248-5165 株式会社永愛

通所介護

美樹の園デイサービスセンター 2770102321 堺市南区

美木多上１２７７番地１

072-296-1222 072-296-7557 社会福祉法人美木多園

通所介護

デイサービス故郷の家

檜尾３３６０番地１２

072-271-0881 072-271-5474 社会福祉法人こころの家族

通所介護

デイサービスセンターすこやか
2776400596 堺市南区
さん

檜尾５５０番地

072-295-2230 072-295-2231 株式会社アップワード

通所介護

赤坂台デイサービスセンター

赤坂台四丁８番１６号

072-284-1181 072-284-1185 社会福祉法人上神谷福祉会

通所介護

デイサービスセンター小代美樹
2776400026 堺市南区
の園

小代４１４番地１５

072-284-1555 072-296-8484 社会福祉法人美木多園

通所介護

やすらぎの介護
ガーデン

2776401040 堺市南区

大庭寺２４９－１

072-295-0080 072-295-0087 シャローム株式会社

通所介護

咲くらデイサービスセンター

2770108948 堺市南区

稲葉三丁３１３番地１

072-260-3707 072-260-3708 有限会社アエリ

シャローム

2770101281 堺市南区

2776400638 堺市南区
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

有限会社ＯＦＦＩＣＥ
ＮＫＬＥ

ＴＷＩ

通所介護

デイサービスセンターこころ

2770105563 堺市南区

通所介護

エルケア株式会社
イサービス美原

2776600492 堺市美原区 黒山２１番地４

通所介護

デイサービスセンターｃｏｃｏ
2776600443 堺市美原区 多治井１１０番
ｒｏ美原

072-360-4170 072-360-4180 医療法人松青会

通所介護

ワークセンターヴァンサンクつ
2776600583 堺市美原区 小平尾９５３
つじ

072-369-7224 072-369-7225 社会福祉法人嘉誠会

通所介護

美原荘デイサービスセンター

2770107254 堺市美原区 平尾５９５番１

072-363-1186 072-363-1154

通所介護

青山デイサービス北余部

2776600013 堺市美原区 北余部９４番地１

072-363-4126 072-363-4127 株式会社青山ケアサポート

通所介護

デイサービスセンター凜の丘

2776600500 堺市美原区 南余部６８－２

072-288-4136 072-288-4137 株式会社凜の丘

通所介護

オハナハウオリデイサービス

2776600377 堺市美原区 今井１１７番地３

072-349-8852 072-349-8842 株式会社八重

通所介護

デイサービスおふろ倶楽部

2770105225 堺市北区

北花田町三丁３７番２４号

072-240-4126 072-240-4127 株式会社南大阪ケアーセンター

通所介護

レッツ倶楽部堺北花田

2776501393 堺市北区

北花田町四丁８９番２７号
木マンション１番館

通所介護

かがやきデイサービス北花田

2776502102 堺市北区

北花田町四丁９２番地２２

072-255-2333 072-255-2369 株式会社やまねメディカル

通所介護

デイサービスせんどう

2776500981 堺市北区

船堂町二丁１０番２２号

072-242-7234 072-255-7234 株式会社ノースサイド

エルケアデ

072-272-8808 072-272-8807

法人名

高尾一丁３４６番２
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072-288-4171 072-288-4173 エルケア株式会社

渋

社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

072-240-1232 072-240-1260 ウエニ電器株式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

通所介護

エルケア株式会社デイサービス
2776500965 堺市北区
堺

奥本町一丁２８５番地
タ北花田１階

通所介護

やすらぎの介護シャローム晴れ
2776502037 堺市北区
る家ステージ

東浅香山町二丁３３４

072-258-8868 072-258-8866 シャローム株式会社

通所介護

ヒューマンライフケア南花田の
2776500767 堺市北区
湯

南花田町１４４番地１

072-254-4165 072-254-3711 ヒューマンライフケア株式会社

通所介護

第２デイサービスセンターブレ
2776501823 堺市北区
ス南花田

南花田町５３１番地

072-256-2802 072-256-2803 社会福祉法人宝生会

通所介護

友愛ひだまりサロン

2776502177 堺市北区

南花田町３６５番地の１

072-255-5511 072-251-3737

通所介護

デイサービス絆

2776502391 堺市北区

南花田町６７番１

072-254-6667 072-254-6660 株式会社絆

通所介護

デイサービスセンターあけぼの
2770102552 堺市北区
苑

野遠町３４４番地１

072-257-2277 072-257-0666 社会福祉法人堺暁福祉会

通所介護

ハピネス金岡デイサービスセン
2770101943 堺市北区
ター

金岡町２７２５番地

072-251-0222 072-251-0830 社会福祉法人大阪福祉会

通所介護

ハピネス金岡第２デイサービス
2770108641 堺市北区
センター

金岡町２７２６番

072-251-0222 072-251-0830 社会福祉法人大阪福祉会

通所介護

ケアテック金岡

2776502979 堺市北区

金岡町２２０３番地

072-275-9611 072-275-9917 株式会社香川

通所介護

デイサービス

2776502052 堺市北区

中百舌鳥町四丁５３４番地８

072-257-5700 072-257-5701 有限会社タイヨウビジネス

通所介護

陵東館デイサービスセンター

2770102255 堺市北区

長曽根町１２１０番地１

072-252-6000 072-253-2941 社会福祉法人関西福祉会

南花田

くすのき
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アビス

事業所TEL

072-257-3110 072-257-2122 エルケア株式会社

アビリティーズ・ケアネット株
式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名
株式会社ケア・ライフハーモ
ニー堺

通所介護

デイサービスハーモニーの家

2776501765 堺市北区

長曽根町１６５８番地２

072-275-7177 072-275-7112

通所介護

せせらぎ
ながそね

2776501914 堺市北区

長曽根町３０１３番地１８

072-240-0077 072-240-0002 株式会社せせらぎ

通所介護

ツクイ堺百舌鳥

2776503183 堺市北区

百舌鳥西之町三丁６２１番

072-276-0050 072-276-0051 株式会社ツクイ

通所介護

くみのき苑デイサービスセン
ターもず陵南

2776501815 堺市北区

百舌鳥陵南町三丁２９０番地

072-277-2780 072-277-2788 社会福祉法人ラポール会

通所介護

グリーンハウスデイサービスセ
2770107593 堺市北区
ンター

百舌鳥本町三丁４３０番地２

072-255-1658 072-255-1771 社会福祉法人桜会

通所介護

ビーナスケアセンター

2770106413 堺市北区

中長尾町三丁４番１３号
ハイライズ１階

ユー

072-253-7600 072-253-7636 株式会社ビーナス

通所介護

ビーナスプラス

2776501344 堺市北区

中長尾町四丁４番１０号
ラ中野 １階

ヴィ

通所介護

デイサービス笑寿

2776502573 堺市北区

南長尾町一丁２番３１号

072-251-7110 072-251-7107 株式会社コミュニティ・ライフ

通所介護

フェリーチェデイサービスセン
2776500544 堺市北区
ター

東三国ヶ丘町四丁１番２８号

072-259-5010 072-259-5030 株式会社アンダンテ

短期入所生活介護

特別養護老人ホームかーさ・び
2770102677 堺市堺区
あんか

今池町４－４－８

072-229-6266 072-229-0110 社会福祉法人浅香山記念会

短期入所生活介護

かーさ・びあんか

北三国ヶ丘町２－４－１

072-222-2555 072-222-1233 社会福祉法人浅香山記念会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム大仙もずの
2776001758 堺市堺区
音

大仙町１番２号

072-238-0088 072-238-1388 社会福祉法人みささぎ会

ハワイアンＳＰＡ

三国ケ丘

2776001220 堺市堺区
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072-253-0101 072-253-0400 株式会社ビーナス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

短期入所生活介護

ショートステイセンターきずな
2776001188 堺市堺区
の会

八千代通１番２３号

072-222-2356 072-222-2359 特定非営利活動法人きずなの会

短期入所生活介護

特別養護老人ホームグレース堺 2770102826 堺市堺区

京町通１－２１

072-232-0007 072-232-1133 社会福祉法人宏和会

短期入所生活介護

特別養護老人ホームベルライブ 2770106199 堺市堺区

南安井町三丁１番１号

072-221-7002 072-221-7032 社会福祉法人悠人会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム愛らいふ

2770101547 堺市堺区

協和町三丁１２８番地１１

072-245-3711 072-245-3322 社会福祉法人堺中央共生会

短期入所生活介護

松屋茶論

2776002558 堺市堺区

松屋大和川通一丁１３番１

072-227-8220 072-227-8240 社会福祉法人三篠会

短期入所生活介護

特別養護老人ホームアル・ソー
2770104814 堺市堺区
レ

甲斐町西二丁１番１５号

072-222-2262 072-222-2302 社会福祉法人南の風

短期入所生活介護

特別養護老人ホームハートピア
2770101109 堺市堺区
堺

海山町三丁１５０番地１

072-222-8080 072-222-8778 社会福祉法人堺福祉会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム

アリオン 2776302164 堺市西区

浜寺石津町西一丁２番７号

072-245-9640 072-245-9495 社会福祉法人風の馬

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム
里 上野芝

マーヤの

上野芝町五丁９番２０号

072-275-5188 072-275-5241 社会福祉法人マーヤ

短期入所生活介護

朗友サロンショートスティセン
2770101976 堺市西区
ター

草部７４３番地

072-271-7611 072-271-7311 社会福祉法人おおとり福祉会

短期入所生活介護

特別養護老人ホームパルハウス
2776300564 堺市西区
くさべ

草部１４１７番

072-275-0111 072-275-0075 社会福祉法人和風会

短期入所生活介護

短期入所生活介護事業所ウェル
2776302446 堺市西区
フォンテひのき

草部５３１

072-271-0048 072-271-0082 社会福祉法人あすなろ会

2776302172 堺市西区
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

短期入所生活介護

特別養護老人ホームハートピア
2770101893 堺市西区
泉北

太平寺３３１番地１

072-297-9598 072-297-8838 社会福祉法人堺福祉会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム
プ

2776301257 堺市西区

菱木一丁２３４３番１６

072-349-6710 072-349-6719 社会福祉法人悠人会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム朗友館

2770101745 堺市西区

鳳東町六丁６５９番地１

072-275-1555 072-275-1775 社会福祉法人おおとり福祉会

短期入所生活介護

特別養護老人ホームふれ愛の家 2770101240 堺市中区

土塔町２０２８番地

072-237-1979 072-235-7857 社会福祉法人東光学園

短期入所生活介護

特別養護老人ホームクレーネ堺 2770104236 堺市中区

福田３３９番地２

072-230-5288 072-230-5289

短期入所生活介護

ショートステイ遊陶里

福田５４１番１

072-230-5000 072-230-5077 社会福祉法人幸雪会

短期入所生活介護

特別養護老人ホームゆーとりあ 2776102242 堺市中区

見野山１６４番地

072-236-8779 072-234-8674 社会福祉法人五常会

短期入所生活介護

特別養護老人ホームベルファミ
2770101794 堺市中区
リア

東山８４１番地１

072-234-2005 072-234-4691 社会福祉法人悠人会

短期入所生活介護

やすらぎの園短期入所生活介護 2770102065 堺市中区

深井畑山町２５２８番地１

072-270-7000 072-270-7100 社会福祉法人稲穂会

短期入所生活介護

やすらぎの園短期入所生活介護 2770102065 堺市中区

深井畑山町２５２８番地１

072-270-7000 072-270-7100 社会福祉法人稲穂会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム嘉齢荘

2770101901 堺市中区

伏尾１９６番地

072-278-0205 072-278-0525 社会福祉法人福生会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム
里 鈴の宮

2776103588 堺市中区

毛穴町２９４番１

072-349-8166 072-349-8256 社会福祉法人マーヤ

ベルアル

2776101913 堺市中区

マーヤの
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社会福祉法人エージングライフ
福祉会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム
里 鈴の宮

短期入所生活介護

事業所所在
事業所番号 地（区）

マーヤの

2796100283 堺市中区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

毛穴町２９４番１

072-349-8166 072-349-8256 社会福祉法人マーヤ

特別養護老人ホームソルメゾン 2770108427 堺市東区

菩提町二丁６２番地の１

072-288-2008 072-288-2007 社会福祉法人頌徳福祉会

短期入所生活介護

特別養護老人ホームくみのき苑
2776201184 堺市東区
しらさぎ

白鷺町三丁１８番１７号

072-287-7222 072-287-7225 社会福祉法人ラポール会

短期入所生活介護

特別養護老人ホームつるぎ荘

日置荘田中町１４３番地１

072-286-2828 072-286-6868 社会福祉法人そうび会

短期入所生活介護

特別養護老人ホームハーモニー 2770101653 堺市東区

南野田３３番地

072-239-0011 072-239-0156 社会福祉法人野田福祉会

短期入所生活介護

くみのき苑ゆらら短期入所生活
2776200426 堺市東区
介護

南野田４５４－２

072-289-1100 072-289-1101 社会福祉法人ラポール会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム・おおみの 2770102800 堺市東区

西野４２番地

072-230-0700 072-230-0800 社会福祉法人いずみ会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム・おおみの 2770102800 堺市東区

西野４２番地

072-230-0700 072-230-0800 社会福祉法人いずみ会

短期入所生活介護

ショートステイ

フローレンス 2776401529 堺市南区

槇塚台三丁１番２５号

072-292-5666 072-292-4168 社会福祉法人恩徳福祉会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム泉北園百寿
2770102453 堺市南区
荘

茶山台三丁２３番２号

072-296-3535 072-290-1088 社会福祉法人よしみ会

短期入所生活介護

地域密着型特別養護老人ホーム
2776401552 堺市南区
グランドオーク百寿

茶山台３丁２２番１１

072-291-0222 072-291-0205 社会福祉法人よしみ会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム槇塚荘

逆瀬川１０３８番地の２

072-291-0920 072-291-9679 社会福祉法人上神谷福祉会

2770101703 堺市東区

2770101166 堺市南区
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム槇塚荘

2770101166 堺市南区

逆瀬川１０３８番地の２

072-291-0920 072-291-9679 社会福祉法人上神谷福祉会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム年輪

2770102313 堺市南区

御池台五丁２番２号

072-293-4800 072-298-3396 社会福祉法人朋和会

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム美樹の園

2770102198 堺市南区

美木多上１２７７番地１

072-296-1222 072-296-7557 社会福祉法人美木多園

短期入所生活介護

ショートステイ故郷の家

2770103014 堺市南区

檜尾３３６０番地１２

072-271-0881 072-271-5474 社会福祉法人こころの家族

短期入所生活介護

社会福祉法人天寿会特別養護老
2770107205 堺市美原区 平尾１９３８番地１
人ホーム平尾荘

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム美原荘

短期入所生活介護

072-363-1555 072-363-1770 社会福祉法人天寿会

072-362-3491 072-369-2066

社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

特別養護老人ホーム美原荘「す
2776600344 堺市美原区 菅生１番１
ごうの郷」

072-361-7877 072-361-7879

社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

短期入所生活介護

短期入所者生活介護やすらぎの
2776502706 堺市北区
郷北花田

常磐町三丁１３番５号

072-258-2704 072-257-5051 社会福祉法人健徳会

短期入所生活介護

ショートステイブレス南花田

2776501831 堺市北区

南花田町５３１番地

072-256-2802 072-256-2803 社会福祉法人宝生会

短期入所生活介護

特別養護老人ホームあけぼの苑 2770102529 堺市北区

野遠町３４４番地１

072-257-2277 072-257-0666 社会福祉法人堺暁福祉会

短期入所生活介護

ハピネス金岡ショートステイ

2770101950 堺市北区

金岡町２７２５番地

072-251-0222 072-251-0830 社会福祉法人大阪福祉会

短期入所生活介護

第二陵東館ショートステイセン
2770102263 堺市北区
ター

長曽根町１２１０番地１

072-252-6000 072-253-2941 社会福祉法人関西福祉会

2770107304 堺市美原区 平尾５９５番１
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

短期入所生活介護

くみのき苑ショートステイもず
2776501856 堺市北区
陵南

百舌鳥陵南町三丁２９０番地

072-277-2780 072-277-2788 社会福祉法人ラポール会

短期入所生活介護

特別養護老人ホームグリーンハ
2770107619 堺市北区
ウス

百舌鳥本町三丁４３０番地２

072-255-1658 072-255-1771 社会福祉法人桜会

短期入所生活介護

ショートステイくみのき苑北長
2776502201 堺市北区
尾

北長尾町八丁１－２５

072-255-2700 072-255-2800 社会福祉法人ラポール会

短期入所生活介護

短期入所生活介護

2776503142 堺市北区

中長尾町一丁２番１２号

072-250-1115 072-250-1119 社会福祉法人南の風

2776004216 堺市堺区

北田出井町一丁５－５

072-228-9666 072-228-9665 社会福祉法人ラポール会

2776003572 堺市堺区

向陵中町四丁４番地２２号

072-253-1800 072-253-1802 株式会社川島コーポレーション

特定施設入居者生活
スーパー・コート堺神石
介護

2770109136 堺市堺区

神石市之町７番２８号

072-266-4850 072-266-4852 株式会社スーパー・コート

特定施設入居者生活
ラ・ナシカかみいし
介護

2776000214 堺市堺区

神石市之町１４番１３号

072-266-4800 072-266-4801 株式会社シダー

特定施設入居者生活
スーパー・コート堺神石２号館 2776000461 堺市堺区
介護

神石市之町１９番２７号

072-265-4850 072-265-4865 株式会社スーパー・コート

特定施設入居者生活
介護付有料老人ホームゆうあい 2776003580 堺市堺区
介護

七道東町１７９－１

072-224-5963 072-224-5964 株式会社ライフメイト

特定施設入居者生活 介護付き有料老人ホーム
介護
倶楽部堺

2776003598 堺市堺区

宿屋町東一丁１番４号

072-222-3487 072-222-3481 日清住宅サービス株式会社

2776004224 堺市堺区

車之町西三丁１番１０号

072-228-4182 072-228-4783 医療法人愛歯会

朱雀

特定施設入居者生活 介護付き有料老人ホーム
介護
のき苑堺北
特定施設入居者生活 有料老人ホーム
介護
堺三国ヶ丘

特定施設入居者生活
潤いの杜さかい
介護

くみ

サニーライフ

ミヨ
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

特定施設入居者生活 介護付き有料老人ホーム
介護
ンコート堺

クラ

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776004232 堺市堺区

海山町１丁７番１号

072-247-9955 072-247-9956 株式会社ＣＬＡＮ

2770107015 堺市西区

浜寺石津町中四丁１番１５号

072-280-5901 072-244-0014 ＳＯＭＰＯケア株式会社

特定施設入居者生活
介護付有料老人ホーム花咲浜寺 2776302891 堺市西区
介護

浜寺石津町中一丁１番１号

072-280-0082 072-280-0083 株式会社ライク

特定施設入居者生活 介護付有料老人ホームエテルノ
2776300168 堺市西区
介護
テレサ浜寺元町

浜寺元町一丁１２０番地１

072-267-1505 072-267-1508 株式会社セルビス

特定施設入居者生活 介護付き有料老人ホームむこう
2776303246 堺市西区
介護
がおか

上野芝向ヶ丘町４丁２４－３９ 072-281-1135 072-281-1139 医療法人大泉会

特定施設入居者生活
やすらぎの園津久野
介護

2770109102 堺市西区

鶴田町１０番７号

072-260-0003 072-260-0202 社会福祉法人稲穂会

特定施設入居者生活
ベストライフ堺西
介護

2776303261 堺市西区

下田町１８－７

072-264-1613 072-264-1614 株式会社ベストライフ西日本

特定施設入居者生活
介護付き住宅みのり堺
介護

2776100170 堺市中区

新家町４８５番１

072-237-3690 072-237-3768 泉南生活協同組合

特定施設入居者生活
スーパー・コート堺白鷺
介護

2776103141 堺市中区

新家町５３１番１

072-236-4850 072-236-4870 株式会社スーパー・コート

特定施設入居者生活 介護付有料老人ホームシャロー
2776103455 堺市中区
介護
ム晴れる家１号館

土塔町２０４４番６０

072-234-8011 072-234-8815 シャローム株式会社

特定施設入居者生活
ケアハウスゆーとりあ
介護

2776100196 堺市中区

見野山１６２番地

072-236-9946 072-234-8674 社会福祉法人五常会

特定施設入居者生活 介護付き有料老人ホームシャ
介護
ローム晴れる家２号館

2776103489 堺市中区

平井５３３番１

072-270-8800 072-270-2200 シャローム株式会社

特定施設入居者生活
そんぽの家
介護

堺浜寺
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

特定施設入居者生活 有料老人ホームフロイデンハイ
2770102396 堺市中区
介護
ム

伏尾２３０番地

072-278-8850 072-278-7973 社会福祉法人福生会

特定施設入居者生活
養護老人ホーム福生園
介護

2776100105 堺市中区

伏尾１９６番地

072-278-0205 072-278-0525 社会福祉法人福生会

2776103216 堺市中区

小阪西町５－１４

072-242-8955 072-242-8956 株式会社ダイフク

2776103208 堺市中区

毛穴町１７４－１

072-260-7556 072-260-7557 株式会社ダイフク

特定施設入居者生活
ロングライフ上野芝
介護

2776100436 堺市中区

深井中町８９７番地１

072-276-3801 072-276-1135 日本ロングライフ株式会社

特定施設入居者生活
エイジ・ガーデン日置荘
介護

2776201465 堺市東区

日置荘西町三丁２９番３号

072-286-7773 072-286-0200 株式会社エイジケア

特定施設入居者生活
そんぽの家
介護

2770108344 堺市東区

南野田５４８番地の１

072-230-0622 072-230-0623 ＳＯＭＰＯケア株式会社

2776201515 堺市東区

南野田３３０－１

072-237-2277 072-237-2278 社会福祉法人ラポール会

2770107569 堺市南区

竹城台三丁２２番４号

072-291-7740 072-291-7742 ＳＯＭＰＯケア株式会社

特定施設入居者生活
特定有料老人ホーム清和苑
介護

2770102347 堺市南区

御池台五丁２番６号

072-294-8888 072-294-3900 社会福祉法人さつき会

特定施設入居者生活
ケアハウス
介護

2776400208 堺市南区

檜尾３３６０番地１０

072-272-8338 072-272-8337 社会福祉法人シャローム

三木閉５７番地

072-290-0250 072-290-0252 社会福祉法人美和会

特定施設入居者生活 介護付有料老人ホーム
介護
ころ小阪西

たなご

特定施設入居者生活 介護付有料老人ホーム
介護
ころ毛穴

たなご

狭山

特定施設入居者生活 介護付き有料老人ホーム
介護
ハウスゆらら
特定施設入居者生活
そんぽの家
介護

泉北

エコ

セットンの家

特定施設入居者生活 特定施設入居者生活介護事業所
2776401693 堺市南区
介護
美和
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

特定施設入居者生活 軽費老人ホーム（ケアハウス）
2770108914 堺市美原区 平尾２１９６番地
介護
和風荘

072-361-6093 072-369-2108

特定施設入居者生活 介護付有料老人ホーム花りぼん
2776503092 堺市北区
介護
堺北花田

新堀町一丁７６番地１

072-240-0911 072-240-0912 ライジングサン株式会社

特定施設入居者生活 グッドタイム
介護
もず

金岡町１４２３－７７

072-240-3400 072-240-3433 グッドタイムリビング株式会社

特定施設入居者生活 メディカルホームまどか中百舌
2770106926 堺市北区
介護
鳥

百舌鳥梅町三丁５７番２１号

072-240-5180 072-240-5181 株式会社ベネッセスタイルケア

特定施設入居者生活
ライフハーモニー堺なかもず
介護

2776502771 堺市北区

百舌鳥梅町一丁３番地６

072-268-5200 072-268-5201

特定施設入居者生活
スーパー・コート堺
介護

2770108609 堺市北区

百舌鳥赤畑町四丁３４１番地の
072-258-4850 072-258-4852 株式会社スーパー・コート
１

2776503274 堺市北区

北長尾町八丁１－２５

072-255-2700 072-255-2800 社会福祉法人ラポール会

2770109011 堺市北区

南長尾町一丁３番１３号

072-256-2277 072-256-2233 社会福祉法人ラポール会

東三国ヶ丘町四丁１番２８号

072-259-5010 072-259-5030 株式会社アンダンテ

香ヶ丘町二丁６番３号

072-229-8810 072-229-9854 ＭＭＲ泉株式会社

リビング

特定施設入居者生活 介護付き有料老人ホーム
介護
のき苑北長尾

なか

くみ

特定施設入居者生活 有料老人ホームエコハウス三
介護
国ヶ丘

2776502763 堺市北区

特定施設入居者生活 介護付有料老人ホームフェリー
2776500551 堺市北区
介護
チェ三国ヶ丘
泉介護支援センター

福祉用具貸与

介護ショップＦＵＲＡ

福祉用具貸与

有限会社南大阪リビング

2776003507 堺市堺区

福祉用具貸与

堺支店 2776004083 堺市堺区

2770102479 堺市堺区

社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

株式会社ケア・ライフハーモ
ニー堺

北三国ヶ丘町１－１－３７
ファイブコート北三国ヶ丘１０ 072-228-0140 072-228-0142 ＦＵＲＡ株式会社
３
南三国ヶ丘町二丁１番１３号
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072-223-9755 072-223-5155 有限会社南大阪リビング

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

福祉用具貸与

指定居宅レンタルサービスケア
2770101851 堺市堺区
プラス

福祉用具貸与

堺北介護福祉総合企画

2770104905 堺市堺区

向陵東町三丁８番４６号
トビル３階

福祉用具貸与

福祉用具そらまめ

2776003259 堺市堺区

向陵東町三丁６－３２
ワール中百舌鳥１Ｂ

福祉用具貸与

ふくる介護相談所

2776002954 堺市堺区

向陵西町１－３－５
ハイツ１０５号

福祉用具貸与

福祉用具しあわせ苑

2776002988 堺市堺区

榎元町二丁２番１５号
ンス幸裳苑１０１

福祉用具貸与

りんくの福祉用具相談

2776004000 堺市堺区

中瓦町１－４－２８

福祉用具貸与

タクトライフサポート

2776003408 堺市堺区

新町１番２０号

福祉用具貸与

株式会社ゴトウ・アズ・プラン
2770107577 堺市堺区
ニング堺店

緑ヶ丘南町二丁２番２０号

0120-810-510 0120-075-103

福祉用具貸与

パナソニックエイジフリー
ショップ堺

2776000545 堺市堺区

旭ヶ丘北町二丁２番５号

072-241-5011 072-241-5066 リース工業株式会社

福祉用具貸与

七福神福祉用具事業所

2776004091 堺市堺区

石津町三丁１番１号

072-245-2560 072-245-2561 合同会社ドリーム＆エボォルブ

福祉用具貸与

ナンバーワン

2776000438 堺市堺区

築港八幡町１番６３

072-226-5885 072-226-5884

福祉用具貸与

株式会社アスティ

2776002517 堺市堺区

三宝町四丁２３４番地３

072-242-7000 072-242-7001 株式会社アスティ

072-276-4800 072-258-0004 照恵商事株式会社

向陵中町六丁６番１号
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カズ

サンロ

ドリーム

レジデ

072-250-5300 072-250-5320 株式会社ディグリス

072-350-4593 072-350-2365 株式会社シェアー

072-228-5602 072-228-5603 合同会社ふくる

072-229-2662 072-242-6699 株式会社幸裳苑なかを

072-290-7372 072-290-7374 合同会社ＬＩＮＫＬＩＮＥ

リノ堺東３階 072-275-8488 072-275-7231 株式会社匠都
株式会社ゴトウ・アズ・プラン
ニング

株式会社ヒガシトゥエンティワ
ン

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

福祉用具貸与

福祉用具レンタル・販売なでし
2776001170 堺市堺区
こ

緑町二丁１２４番地２
化西棟１０７号

福祉用具貸与

ひまわり訪問介護サービス・福
2770103790 堺市堺区
祉用具貸与事業所

北旅籠町西一丁１番２４号

072-224-2442 072-224-2448

福祉用具貸与

リ・ライフクレック

材木町東二丁２番２４号

072-204-9009 072-232-2437 有限会社米山工務店

福祉用具貸与

ダスキンヘルスレント堺ステー
2770103998 堺市堺区
ション

熊野町西三丁１番１号

072-227-0797 072-227-2956 株式会社ウエダ

福祉用具貸与

敬愛福祉用具

2776003002 堺市堺区

熊野町西二丁１－１５

072-247-8311 072-269-4173 株式会社橋善

福祉用具貸与

株式会社新生社

2776003697 堺市堺区

戎之町西一丁１番３０号
均総合ビル内

福祉用具貸与

阪南倉庫㈱ヘルスケア事業部ゼ
2770101455 堺市堺区
ロワンネーブルハウス

甲斐町西三丁３番１１号

072-221-2000 072-221-4011 阪南倉庫株式会社

福祉用具貸与

株式会社ヤマモト介護事業部

2770107098 堺市堺区

市之町東四丁１番３０号

072-232-1529 072-238-3186 株式会社ヤマモト

福祉用具貸与

フィールド事業所

2776004109 堺市堺区

市之町東五丁２－１２－４０２ 090-6327-8491

福祉用具貸与

いちご福祉用具貸与・販売

2770108187 堺市堺区

大町西３－３－１０
２０１

福祉用具貸与

ケアショップあすなろ

2770106538 堺市堺区

大浜北町三丁４番２－１００１
072-222-1026 072-222-1016 有限会社あすなろ
号

福祉用具貸与

ひかるケアサービス堺店

2776004067 堺市堺区

大浜南町三丁１番１３号
南町市街地住宅１階

2776000206 堺市堺区
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尾﨑文

事業所TEL

加藤

大町ビル

大浜

072-227-7080 072-227-7080 合資会社リフォーム優装
有限会社ひまわり訪問介護サー
ビス

072-221-0001 072-221-0073 株式会社新生社

株式会社Ｌｏｎｇ

Ｓｔａｒ

072-247-7876 072-276-4637 いちごケア有限会社

072-247-8732 072-247-8733 株式会社ひかるケアサービス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

福祉用具貸与

介護へルパーステーションほほ
2770105852 堺市堺区
えみ

福祉用具貸与

幸和ライフゼーション

福祉用具貸与

2776004208 堺市堺区

事業所所在地（町番地）
海山町四丁１６５－１
０２号

ルネ１

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-226-7660 072-226-7661 有限会社ほほえみ

海山町三丁１５９番地１

072-260-4477 072-260-4487 株式会社幸和ライフゼーション

指定居宅レンタルサービスケア
2770100994 堺市西区
ライフ

浜寺石津町西二丁１番６号

072-241-8171 072-241-8139

福祉用具貸与

ペガサス在宅サービスセンター 2776302339 堺市西区

浜寺石津町西一丁２番７号

072-265-9222 072-265-9222 社会福祉法人風の馬

福祉用具貸与

福祉用具デイジー

2776303030 堺市西区

浜寺石津町西二丁６番１７

072-246-9790 072-244-9610 株式会社ハートリンクケア

福祉用具貸与

株式会社三笑堂堺支店

2770106371 堺市西区

浜寺船尾町東三丁３３６番地

072-261-2555 072-262-3401 株式会社三笑堂

福祉用具貸与

介護支援センター船尾株式会社 2776300846 堺市西区

浜寺船尾町西一丁４の８

072-269-4162 072-269-4262 介護支援センター船尾株式会社

福祉用具貸与

あすなろファミリー堺店

2770103857 堺市西区

浜寺元町四丁４９３番地５

072-268-4810 072-268-4811 有限会社フッコー

福祉用具貸与

つばさ福祉用具サポート

2776301695 堺市西区

浜寺南町一丁１５番２２号

072-267-4636 072-267-4637 株式会社トラスト・ワン

福祉用具貸与

介護福祉サービスＲｉｔｚ
ｅｌｆａｒｅ

2776303162 堺市西区

浜寺公園町三丁２０１ー１２
グラミーパーク３０１

050-8883-0214 050-8883-0215

福祉用具貸与

メディプラス福祉用具センター 2776302842 堺市西区

福祉用具貸与

有限会社タイヨウビジネス

堺

Ｗ

2770102917 堺市西区

ケアライフ・メディカルサプラ
イ株式会社

株式会社Ｒｉｔｚ
ｉａｌ

Ｉｍｐｅｒ

浜寺諏訪森町中二丁１８６番地
072-267-4076 072-267-4096 株式会社メディプラス
１
上野芝向ヶ丘町一丁２番１８号 072-279-1939 072-279-2039 有限会社タイヨウビジネス
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

福祉用具貸与

株式会社クリスタルホーム

2776302206 堺市西区

平岡町２７４番地１４

072-290-7533 072-290-7543 株式会社クリスタルホーム

福祉用具貸与

介護住宅設備

2776301604 堺市西区

神野町一丁１９番２４号

072-289-9127 072-289-9128 介護住宅設備株式会社

福祉用具貸与

ワノミ

2776302826 堺市西区

草部１７４番地６

072-274-0277 072-274-0276 株式会社ワノミーズ

福祉用具貸与

万福

2776303295 堺市西区

草部２９１番地３
２０３号

福祉用具貸与

すみれの家介護サービス

2776303170 堺市西区

山田二丁１８９－８

072-290-7541 072-290-7551 株式会社総合医療サポート

福祉用具貸与

合同会社

2776303220 堺市西区

宮下町１０－３

080-5308-3962

福祉用具貸与

川村義肢株式会社大阪南営業所 2770102172 堺市西区

鳳南町四丁４３４番地

072-260-0133 072-260-0134 川村義肢株式会社

福祉用具貸与

ホワイトロード株式会社ホワイ
2776300887 堺市西区
トロード福祉用具センター

鳳南町五丁６５８－２０

072-260-5720 072-260-5721 ホワイトロード株式会社

福祉用具貸与

介護ショップＫＰＧ

2776302651 堺市西区

鳳南町五丁６００－１

072-260-3077 072-260-3078 一般社団法人泉州メディカ

福祉用具貸与

福祉用具

2776303139 堺市西区

鳳南町五丁６４２番地１１

072-355-6476 072-271-3712 株式会社Ｃｏｃｏｌｏ

福祉用具貸与

ケアサポート

2776303006 堺市西区

鳳西町一丁６８番地１８

072-275-7321 072-275-7863 株式会社せせらぎ

福祉用具貸与

ニチイケアセンターおおとり

2770106983 堺市西区

鳳中町七丁２４０番地

072-268-4872 072-264-9363 株式会社ニチイ学館

ＭＲＫ

悠ケア

せせらぎ
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シャンテⅠ

072-271-5506 072-271-5507 合同会社ふくじゅ

合同会社ＭＲＫ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

福祉用具貸与

福祉用具事業所ライフホープ

2776303121 堺市西区

鳳中町七丁５番地１２－１Ｆ

072-200-3066 072-247-8142 株式会社ライフホープ

福祉用具貸与

ケアショップ堺

2770101927 堺市中区

新家町４６２番地の１１

072-239-3067 072-239-3085 有限会社アキウェッブ

福祉用具貸与

株式会社ケーエスケー
阪 堺

2776103323 堺市中区

新家町３０４－３

072-230-0363 072-230-0372 株式会社ケーエスケー

福祉用具貸与

リブライフケアサポート

2776102341 堺市中区

大野芝町３０７番２号

072-349-7400 072-349-7405

株式会社リブライフケアサポー
ト

福祉用具貸与

クリエイティブワークス株式会
2776101822 堺市中区
社

土塔町２２０４番地６

072-230-5525 072-230-5526

クリエイティブワークス株式会
社

福祉用具貸与

有限会社鹿嶋ケアメディカル福
2770104632 堺市中区
祉用具貸与事業所

深井水池町３１６０番地

072-277-2619 072-277-2668 有限会社鹿嶋ケアメディカル

福祉用具貸与

株式会社フロンティア
所

2776101632 堺市中区

深井水池町３０８５－１

072-276-1723 072-276-1725 株式会社フロンティア

福祉用具貸与

みらい工房

2776101269 堺市中区

土師町三丁８番１号

福祉用具貸与

パーソンケア福祉用具センター 2776100402 堺市中区

福祉用具貸与

アルボケア

2776102770 堺市中区

東山９５３－３
階

福祉用具貸与

ふたばレンタル

2776103596 堺市中区

平井３１４番地

福祉用具貸与

フォレスト

2776101806 堺市中区

深阪一丁１４番５２－１０５号 072-277-5775 072-220-7369 有限会社もりの木

ケア大

堺営業

東山９５３番地１
１Ａ
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１０２号 072-275-6420 072-275-6421 企業組合みらい工房
ウィンビル

ウインビル１

072-236-1225 072-236-1332 パーソンケア株式会社

072-230-1275 072-230-1276 株式会社希望社

072-270-3345 072-270-3345

株式会社ティーエヌコーポレー
ション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776103307 堺市中区

深阪一丁６番１７号 ハイツあ
072-288-6268 072-239-0465 株式会社Ｅ．Ｔライフケア
かしあ１号館１０２号室

パナソニックエイジフリー
ショップ 泉ヶ丘

2776103612 堺市中区

深阪二丁１０番５１号 スプリ
072-235-5552 072-235-5553 リース工業株式会社
ングヒルズビル１０１号室

福祉用具貸与

合同会社天神

2776103646 堺市中区

深阪六丁５５１－１２

090-6677-4200

福祉用具貸与

ＮＫライフ

2776102119 堺市中区

堀上町１５１－４－３０２

072-276-0987 072-276-0988 株式会社ＮＫライフ

福祉用具貸与

有限会社あゆみ介護センター

2770103899 堺市中区

八田北町３９６番地

072-281-1369 072-281-1700 有限会社あゆみ介護センター

福祉用具貸与

ケアセンターまごころ

2776101434 堺市中区

八田北町４９８－１－３１０

072-277-7270 072-277-7271 株式会社ゆきあい

福祉用具貸与

黄色いステッキ

2776103224 堺市中区

八田北町６１１－７

072-276-1333 072-242-7934 株式会社ケイエムシー

福祉用具貸与

有限会社阪南メディカル

2770102115 堺市中区

深井北町３１００番地３
イスイート１０１号

福祉用具貸与

朋友福祉用具

2776103505 堺市中区

深井中町５７９－３

072-275-7440 072-275-8158 株式会社朋友会

福祉用具貸与

クローバーコーポレーション

2776103679 堺市中区

深井中町１９６４番地５

072-275-5289 072-275-5389

福祉用具貸与

ココネス

2776102663 堺市中区

深井清水町３６０４－３０５

072-260-4456 072-260-4452 株式会社ココネス

福祉用具貸与

福祉用具ほのか

2776103539 堺市中区

深井清水町３５５５

072-297-1163 072-298-0642 合同会社Ｋｏｋｏｕｓ

福祉用具貸与

福祉用具事業所

福祉用具貸与

グロウ

ライフサポート
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２階
スカ

合同会社天神

072-278-5602 072-278-5603 有限会社阪南メディカル

合同会社クローバーコーポレー
ション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

福祉用具貸与

スマイル愛

2770108658 堺市東区

菩提町五丁２４６番地の５

072-286-1467 072-286-1466 有限会社ケイプラン

福祉用具貸与

レントヘルス堺ステーション

2776201077 堺市東区

菩提町三丁３１番地５８

072-286-0051 072-286-0051 株式会社ナカムラ

福祉用具貸与

ミューズ

2776201523 堺市東区

菩提町１－７－９

072-248-4672 050-3458-2449 株式会社ｍｕｓｅ

福祉用具貸与

ふるさぽーと

2770105233 堺市東区

日置荘北町二丁２１番３６号

072-288-1900 072-288-1901 株式会社ふるさぽーと

福祉用具貸与

スノーフレーク

2776200764 堺市東区

日置荘北町一丁３７－４

072-286-9765 072-289-6245 ベレザ合同会社

福祉用具貸与

ウェルアシスト

2776201309 堺市東区

日置荘北町一丁２６－１５

072-247-5905 072-247-5906 株式会社ウェルケア

福祉用具貸与

ファインツール

2776201572 堺市東区

日置荘西町七丁１３番９号

072-349-7125 072-349-8854

福祉用具貸与

アシストケアショップ

2776200954 堺市東区

野尻町１９２番１７

072-288-3150 072-288-3151 アシストケア株式会社

福祉用具貸与

らぶ・いきいき福祉用具レンタ
2770106124 堺市東区
ルサービス

高松２１番地１８

072-239-6190 072-239-6190 有限会社ｅ－Ｌｉｆｅ

福祉用具貸与

介護ショップヘルシーライフ南
2776201127 堺市東区
大阪支店

北野田１２８－１

福祉用具貸与

心レンタルサービス

2776201390 堺市東区

北野田６１７番地９
ビル

福祉用具貸与

Ｕ福祉用具サービス

2776201598 堺市東区

西野３９６番地２ サンライズ
072-239-5155 072-239-5155 株式会社ＵＮＩＴＥＤ
マンション３０３号室
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７Ｐｉｌｌａｒ
式会社

Ｃｒａｆｔ株

１－Ｂ号室 072-294-6818 072-294-6819 有限会社プログレス
ロハル

072-239-7770 072-239-7771 株式会社ロハル

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

大美野１６２番地１０５号

072-248-4363 050-3451-3078 合同会社ｒｅｌａｔｉｏｎ

ケア・サポート・サービス南大
2770107759 堺市東区
阪

中茶屋１番地の３８

072-236-3933 072-349-3021

クレストケア

2776401636 堺市南区

和田東７３０番地６

072-293-6517 072-293-6518 有限会社心

福祉用具貸与

笑顔工房

2776400653 堺市南区

竹城台二丁６－５
丘１０２号

072-293-7007 072-293-7007 白川合同会社

福祉用具貸与

ケアセンターはるか

2770100853 堺市南区

槇塚台三丁１番２３号

072-293-4195 072-293-4199 株式会社愛のケア工房はるか

福祉用具貸与

リノテック

2776401958 堺市南区

原山台５丁５－５

072-290-0001 072-290-0002 株式会社リノテック

福祉用具貸与

ハートフルサンク

2770101570 堺市南区

桃山台三丁１番３号

072-298-2871 072-295-8802 株式会社ハートフルサンク

福祉用具貸与

株式会社ニシケンホームセン
ター

2776400224 堺市南区

桃山台二丁３番４号

072-298-2340 072-298-2318

福祉用具貸与

あしすとれんたる

2776401503 堺市南区

新檜尾台三丁６番９号

072-295-0800 072-295-0801 株式会社アシスト

福祉用具貸与

ハウジング工房エムツー株式会
2776400273 堺市南区
社

和田４８６

072-296-3434 072-296-3436

福祉用具貸与

デ・アルコ大阪

稲葉一丁３１１６番地５

072-260-1108 072-260-5548 デ・アルコ有限会社

福祉用具貸与

医療法人暁美会福祉用具貸与事
2776600559 堺市美原区 黒山３９番地の１０
業所

福祉用具貸与

リレイション

福祉用具貸与

福祉用具貸与

2776201531 堺市東区

事業所所在地（町番地）

2776400398 堺市南区
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メゾン泉ヶ

有限会社ケア・サポート・サー
ビス南大阪

株式会社ニシケンホームセン
ター

ハウジング工房エムツー株式会
社

072-361-3555 072-361-8505 医療法人暁美会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

福祉用具貸与

ハクイ総合サービス有限会社

2770108708 堺市美原区 丹上３３８番地１

072-362-6744 072-362-6744 ハクイ総合サービス有限会社

福祉用具貸与

福祉用具サービス
ＩＮ

2776600484 堺市美原区 多治井１１６番地１１

072-267-4295 072-267-4296 合同会社ヤマシタ

福祉用具貸与

よつば福祉用具サービス

2776600609 堺市美原区 多治井１５７－３５

070-4553-8315

よつば合同会社

福祉用具貸与

有限会社ケアサービスエス・
ビー二十一

2770107270 堺市美原区 小平尾２１１－１

072-369-5088 072-369-5089

有限会社ケアサービスエス・
ビー二十一

福祉用具貸与

エムケアサポート

2776600369 堺市美原区 平尾２４４７－１

072-363-8883 072-363-8884 株式会社エムズ

福祉用具貸与

有限会社ニコニコドラッグ介護
2770107262 堺市美原区 北余部４５番地２１
事業部

072-363-1660 072-363-1660 有限会社ニコニコドラッグ

福祉用具貸与

有限会社ソウシン福祉用具貸与
2770107296 堺市美原区 今井７７番地４
事業所

072-363-0082 072-363-0092 有限会社ソウシン

福祉用具貸与

ウィズユー

2776502235 堺市北区

船堂町二丁１０番

福祉用具貸与

ケアふらっと

2776503068 堺市北区

船堂町二丁２３番６号
レスホーム弐１０２号

福祉用具貸与

モリサキ家具株式会社

2770103691 堺市北区

東浅香山町二丁３３５番地

072-251-4306 072-251-4855 モリサキ家具株式会社

福祉用具貸与

やすらぎの介護シャローム

2776503191 堺市北区

東浅香山町一丁１９－９
Ｓビル１Ｆ

072-257-6060 072-246-0809 シャローム株式会社

福祉用具貸与

はうすあがぺぇ

2776501666 堺市北区

南花田町８１番地１ ウッズ
アーバンビル２０５号室

ＳＨＯＷＪ
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072-257-5660 072-257-5661 合同会社わかち
ＭＴク

Ｋ＆

072-275-5233 072-275-5234 合同会社グラブ

072-247-8783 072-247-8784

アガペー訪問介護センター株式
会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

2776502862 堺市北区

福祉用具貸与

バンビ福祉用具サービス

福祉用具貸与

アップライフ介護用品新金岡店 2776501047 堺市北区

福祉用具貸与

株式会社愛安住

福祉用具貸与

事業所所在地（町番地）
野遠町１１０－１０
１８号室

松南荘２

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-355-8636 072-249-7499 合同会社Ｑ＆Ｃ

新金岡町五丁４－１０３

072-242-8631 072-242-8632 株式会社リンクアップ

2776502599 堺市北区

金岡町１９８８
Ⅱ号館１０１号

072-253-0701 072-253-0880 株式会社愛安住

１つの魔法

2776502631 堺市北区

金岡町７０７番地

072-220-0444 072-220-2267 株式会社モネ

福祉用具貸与

株式会社ヤマシタ堺営業所

2776503316 堺市北区

金岡町３００１番地３

072-240-1721 072-240-1723 株式会社ヤマシタ

福祉用具貸与

株式会社大阪メディカル介護セ
2776500064 堺市北区
ンター

黒土町３００２番地１１

072-240-0710 072-240-0877

株式会社大阪メディカル介護セ
ンター

福祉用具貸与

ユーエイチ介護サービス

2776503167 堺市北区

黒土町２３６７番地

072-258-0080

ユーエイチサービス有限会社

福祉用具貸与

フランスベッド株式会社
ディカル堺営業所

2776503225 堺市北区

黒土町３０００－３

072-240-0070 072-240-0071 フランスベッド株式会社

福祉用具貸与

株式会社ヤエス大阪営業所

2770105324 堺市北区

長曽根町１２１２番３

072-257-9915 072-257-9921 株式会社ヤエス

福祉用具貸与

ケア２１堺北

2776502896 堺市北区

百舌鳥梅町三丁１１－１

072-246-0121 072-246-2121 株式会社ケア２１

福祉用具貸与

株式会社リンク

2776500973 堺市北区

百舌鳥西之町二丁５９７番地の
072-257-8730 072-257-8731 株式会社リンク
２

福祉用具貸与

ハートビート

2776501443 堺市北区

百舌鳥西之町一丁２７－２０１ 072-240-1911 072-240-1912 株式会社ハートビート

堺営業所

メ
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寿マンション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

福祉用具貸与

愛まごころ介護サポートセン
ター

2776501732 堺市北区

百舌鳥西之町一丁６６番地１０ 072-275-5972 072-275-5982 株式会社ＪＶＳ音工

福祉用具貸与

株式会社トーカイ堺営業所

2770104939 堺市北区

百舌鳥陵南町三丁２６番１

福祉用具貸与

ＮＩＣＯ

2776502292 堺市北区

百舌鳥陵南町二丁７００－１０
072-270-2423 072-270-2424 株式会社ＮＩＣＯＬＩＮＥ
１

福祉用具貸与

レンタルケア

2776502425 堺市北区

百舌鳥赤畑町四丁３３０番地１ 072-258-7888 072-258-6200 株式会社ナオビッグ

福祉用具貸与

ケアアンドメディカル介護サー
2776502946 堺市北区
ビス

福祉用具貸与

ビーナス福祉用具サポート

福祉用具貸与

うるおい福祉用具貸与センター 2776502672 堺市北区

福祉用具貸与

アドヴァン福祉用具センター

特定福祉用具販売

泉介護支援センター

特定福祉用具販売

介護ショップＦＵＲＡ

特定福祉用具販売

有限会社南大阪リビング

特定福祉用具販売

指定居宅レンタルサービスケア
2770101851 堺市堺区
プラス

ＬＩＮＥ

ナオビッグ

2776503118 堺市北区

072-276-5595 072-276-3465 株式会社トーカイ

百舌鳥赤畑町１－３７－１０－
072-253-6455 072-344-5898 ケアアンドメディカル株式会社
５Ｆ
東雲東町一丁６－２３
ル１階

宝永ビ

072-276-4421 072-242-8430 株式会社ビーナス

南長尾町一丁２番３１号

072-251-7110 072-251-7107 株式会社コミュニティ・ライフ

2776502268 堺市北区

東三国ヶ丘町五丁５番２号

072-260-4646 072-260-4648 株式会社アドヴァン

2776003507 堺市堺区

香ヶ丘町二丁６番３号

072-229-8810 072-229-9854 ＭＭＲ泉株式会社

堺支店 2776004083 堺市堺区

2770102479 堺市堺区

北三国ヶ丘町１－１－３７
ファイブコート北三国ヶ丘１０ 072-228-0140 072-228-0142 ＦＵＲＡ株式会社
３
南三国ヶ丘町二丁１番１３号

072-223-9755 072-223-5155 有限会社南大阪リビング

向陵中町六丁６番１号

072-276-4800 072-258-0004 照恵商事株式会社
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

特定福祉用具販売

堺北介護福祉総合企画

2770104905 堺市堺区

向陵東町三丁８番４６号
トビル３階

特定福祉用具販売

福祉用具そらまめ

2776003259 堺市堺区

向陵東町三丁６－３２
ワール中百舌鳥１Ｂ

特定福祉用具販売

ふくる介護相談所

2776002954 堺市堺区

向陵西町１－３－５
ハイツ１０５号

特定福祉用具販売

りんくの福祉用具相談

2776004000 堺市堺区

中瓦町１－４－２８

特定福祉用具販売

タクトライフサポート

2776003408 堺市堺区

新町１番２０号

特定福祉用具販売

株式会社ゴトウ・アズ・プラン
2770107577 堺市堺区
ニング堺店

緑ヶ丘南町二丁２番２０号

0120-810-510 0120-075-103

特定福祉用具販売

パナソニックエイジフリー
ショップ堺

2776000545 堺市堺区

旭ヶ丘北町二丁２番５号

072-241-5011 072-241-5066 リース工業株式会社

特定福祉用具販売

七福神福祉用具事業所

2776004091 堺市堺区

石津町三丁１番１号

072-245-2560 072-245-2561 合同会社ドリーム＆エボォルブ

特定福祉用具販売

ナンバーワン

2776000438 堺市堺区

築港八幡町１番６３

072-226-5885 072-226-5884

特定福祉用具販売

株式会社アスティ

2776002517 堺市堺区

三宝町四丁２３４番地３

072-242-7000 072-242-7001 株式会社アスティ

特定福祉用具販売

福祉用具レンタル・販売なでし
2776001170 堺市堺区
こ

緑町二丁１２４番地２
化西棟１０７号

072-227-7080 072-227-7080 合資会社リフォーム優装

特定福祉用具販売

ひまわり訪問介護サービス・福
2770103790 堺市堺区
祉用具貸与事業所

北旅籠町西一丁１番２４号
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カズ

事業所TEL

サンロ

ドリーム

072-250-5300 072-250-5320 株式会社ディグリス

072-350-4593 072-350-2365 株式会社シェアー

072-228-5602 072-228-5603 合同会社ふくる

072-290-7372 072-290-7374 合同会社ＬＩＮＫＬＩＮＥ

リノ堺東３階 072-275-8488 072-275-7231 株式会社匠都

尾﨑文

072-224-2442 072-224-2448

株式会社ゴトウ・アズ・プラン
ニング

株式会社ヒガシトゥエンティワ
ン

有限会社ひまわり訪問介護サー
ビス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

特定福祉用具販売

リ・ライフクレック

特定福祉用具販売

特定福祉用具販売

事業所所在
事業所番号 地（区）

2776000206 堺市堺区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

材木町東二丁２番２４号

072-204-9009 072-232-2437 有限会社米山工務店

ダスキンヘルスレント堺ステー
2770103998 堺市堺区
ション

熊野町西三丁１番１号

072-227-0797 072-227-2956 株式会社ウエダ

敬愛福祉用具

2776003002 堺市堺区

熊野町西二丁１－１５

072-247-8311 072-269-4173 株式会社橋善

特定福祉用具販売

株式会社新生社

2776003697 堺市堺区

戎之町西一丁１番３０号
均総合ビル内

特定福祉用具販売

阪南倉庫㈱ヘルスケア事業部ゼ
2770101455 堺市堺区
ロワンネーブルハウス

甲斐町西三丁３番１１号

072-221-2000 072-221-4011 阪南倉庫株式会社

特定福祉用具販売

株式会社ヤマモト介護事業部

2770107098 堺市堺区

市之町東四丁１番３０号

072-232-1529 072-238-3186 株式会社ヤマモト

特定福祉用具販売

フィールド事業所

2776004109 堺市堺区

市之町東五丁２－１２－４０２ 090-6327-8491

特定福祉用具販売

アトミックケアサービス

2776001956 堺市堺区

大町東一丁１番２号
Ｃ ＢＬＤ ５Ｆ

ＡＴＭＩ

特定福祉用具販売

いちご福祉用具貸与・販売

2770108187 堺市堺区

大町西３－３－１０
２０１

大町ビル

特定福祉用具販売

ケアショップあすなろ

2770106538 堺市堺区

大浜北町三丁４番２－１００１
072-222-1026 072-222-1016 有限会社あすなろ
号

特定福祉用具販売

ひかるケアサービス堺店

2776004067 堺市堺区

大浜南町三丁１番１３号
南町市街地住宅１階

特定福祉用具販売

介護へルパーステーションほほ
2770105852 堺市堺区
えみ

海山町四丁１６５－１
０２号
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加藤

大浜

ルネ１

072-221-0001 072-221-0073 株式会社新生社

株式会社Ｌｏｎｇ

Ｓｔａｒ

072-238-5067 072-238-1071 株式会社アトミック

072-247-7876 072-276-4637 いちごケア有限会社

072-247-8732 072-247-8733 株式会社ひかるケアサービス

072-226-7660 072-226-7661 有限会社ほほえみ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所TEL

事業所FAX

法人名

海山町三丁１５９番地１

072-260-4477 072-260-4487 株式会社幸和ライフゼーション

指定居宅レンタルサービスケア
2770100994 堺市西区
ライフ

浜寺石津町西二丁１番６号

072-241-8171 072-241-8139

特定福祉用具販売

ペガサス在宅サービスセンター 2776302339 堺市西区

浜寺石津町西一丁２番７号

072-265-9222 072-265-9222 社会福祉法人風の馬

特定福祉用具販売

福祉用具デイジー

2776303030 堺市西区

浜寺石津町西二丁６番１７

072-246-9790 072-244-9610 株式会社ハートリンクケア

特定福祉用具販売

株式会社三笑堂堺支店

2770106371 堺市西区

浜寺船尾町東三丁３３６番地

072-261-2555 072-262-3401 株式会社三笑堂

特定福祉用具販売

介護支援センター船尾株式会社 2776300846 堺市西区

浜寺船尾町西一丁４の８

072-269-4162 072-269-4262 介護支援センター船尾株式会社

特定福祉用具販売

あすなろファミリー堺店

2770103857 堺市西区

浜寺元町四丁４９３番地５

072-268-4810 072-268-4811 有限会社フッコー

特定福祉用具販売

つばさ福祉用具サポート

2776301695 堺市西区

浜寺南町一丁１５番２２号

072-267-4636 072-267-4637 株式会社トラスト・ワン

特定福祉用具販売

メディプラス福祉用具センター 2776302842 堺市西区

特定福祉用具販売

有限会社タイヨウビジネス

2770102917 堺市西区

上野芝向ヶ丘町一丁２番１８号 072-279-1939 072-279-2039 有限会社タイヨウビジネス

特定福祉用具販売

株式会社クリスタルホーム

2776302206 堺市西区

平岡町２７４番地１４

072-290-7533 072-290-7543 株式会社クリスタルホーム

特定福祉用具販売

介護住宅設備

2776301604 堺市西区

神野町一丁１９番２４号

072-289-9127 072-289-9128 介護住宅設備株式会社

特定福祉用具販売

幸和ライフゼーション

特定福祉用具販売

堺

2776004208 堺市堺区

事業所所在地（町番地）

ケアライフ・メディカルサプラ
イ株式会社

浜寺諏訪森町中二丁１８６番地
072-267-4076 072-267-4096 株式会社メディプラス
１
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

特定福祉用具販売

ワノミ

2776302826 堺市西区

草部１７４番地６

特定福祉用具販売

万福

2776303295 堺市西区

草部２９１番地３
２０３号

特定福祉用具販売

すみれの家介護サービス

2776303170 堺市西区

山田二丁１８９－８

072-290-7541 072-290-7551 株式会社総合医療サポート

特定福祉用具販売

合同会社

2776303220 堺市西区

宮下町１０－３

080-5308-3962

特定福祉用具販売

川村義肢株式会社大阪南営業所 2770102172 堺市西区

鳳南町四丁４３４番地

072-260-0133 072-260-0134 川村義肢株式会社

特定福祉用具販売

ホワイトロード株式会社ホワイ
2776300887 堺市西区
トロード福祉用具センター

鳳南町五丁６５８－２０

072-260-5720 072-260-5721 ホワイトロード株式会社

特定福祉用具販売

介護ショップＫＰＧ

2776302651 堺市西区

鳳南町五丁６００－１

072-260-3077 072-260-3078 一般社団法人泉州メディカ

特定福祉用具販売

福祉用具

2776303139 堺市西区

鳳南町五丁６４２番地１１

072-355-6476 072-271-3712 株式会社Ｃｏｃｏｌｏ

特定福祉用具販売

ケアサポート

2776303006 堺市西区

鳳西町一丁６８番地１８

072-275-7321 072-275-7863 株式会社せせらぎ

特定福祉用具販売

ニチイケアセンターおおとり

2770106983 堺市西区

鳳中町七丁２４０番地

072-268-4872 072-264-9363 株式会社ニチイ学館

特定福祉用具販売

福祉用具事業所ライフホープ

2776303121 堺市西区

鳳中町七丁５番地１２－１Ｆ

072-200-3066 072-247-8142 株式会社ライフホープ

特定福祉用具販売

ケアショップ堺

2770101927 堺市中区

新家町４６２番地の１１

072-239-3067 072-239-3085 有限会社アキウェッブ

ＭＲＫ

悠ケア

せせらぎ
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072-274-0277 072-274-0276 株式会社ワノミーズ
シャンテⅠ

072-271-5506 072-271-5507 合同会社ふくじゅ

合同会社ＭＲＫ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

特定福祉用具販売

株式会社ケーエスケー
阪 堺

特定福祉用具販売

リブライフケアサポート

ケア大

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776103323 堺市中区

新家町３０４－３

072-230-0363 072-230-0372 株式会社ケーエスケー

2776102341 堺市中区

大野芝町３０７番２号

072-349-7400 072-349-7405

株式会社リブライフケアサポー
ト

特定福祉用具販売

クリエイティブワークス株式会
2776101822 堺市中区
社

土塔町２２０４番地６

072-230-5525 072-230-5526

クリエイティブワークス株式会
社

特定福祉用具販売

有限会社鹿嶋ケアメディカル福
2770104632 堺市中区
祉用具貸与事業所

深井水池町３１６０番地

072-277-2619 072-277-2668 有限会社鹿嶋ケアメディカル

特定福祉用具販売

株式会社フロンティア
所

2776101632 堺市中区

深井水池町３０８５－１

072-276-1723 072-276-1725 株式会社フロンティア

特定福祉用具販売

有限会社大阪義肢

2776100378 堺市中区

土師町五丁２２番３６号

072-237-6797 072-237-0817 有限会社大阪義肢

特定福祉用具販売

みらい工房

2776101269 堺市中区

土師町三丁８番１号

特定福祉用具販売

パーソンケア福祉用具センター 2776100402 堺市中区

特定福祉用具販売

アルボケア

2776102770 堺市中区

東山９５３－３
階

特定福祉用具販売

ふたばレンタル

2776103596 堺市中区

平井３１４番地

特定福祉用具販売

フォレスト

2776101806 堺市中区

深阪一丁１４番５２－１０５号 072-277-5775 072-220-7369 有限会社もりの木

特定福祉用具販売

福祉用具事業所

2776103307 堺市中区

深阪一丁６番１７号 ハイツあ
072-288-6268 072-239-0465 株式会社Ｅ．Ｔライフケア
かしあ１号館１０２号室

グロウ

堺営業

東山９５３番地１
１Ａ
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１０２号 072-275-6420 072-275-6421 企業組合みらい工房
ウィンビル

ウインビル１

072-236-1225 072-236-1332 パーソンケア株式会社

072-230-1275 072-230-1276 株式会社希望社

072-270-3345 072-270-3345

株式会社ティーエヌコーポレー
ション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

特定福祉用具販売

パナソニックエイジフリー
ショップ 泉ヶ丘

2776103612 堺市中区

深阪二丁１０番５１号 スプリ
072-235-5552 072-235-5553 リース工業株式会社
ングヒルズビル１０１号室

特定福祉用具販売

合同会社天神

2776103646 堺市中区

深阪六丁５５１－１２

090-6677-4200

特定福祉用具販売

ＮＫライフ

2776102119 堺市中区

堀上町１５１－４－３０２

072-276-0987 072-276-0988 株式会社ＮＫライフ

特定福祉用具販売

有限会社あゆみ介護センター

2770103899 堺市中区

八田北町３９６番地

072-281-1369 072-281-1700 有限会社あゆみ介護センター

特定福祉用具販売

黄色いステッキ

2776103224 堺市中区

八田北町６１１－７

特定福祉用具販売

有限会社阪南メディカル

2770102115 堺市中区

深井北町３１００番地３
イスイート１０１号

特定福祉用具販売

朋友福祉用具

2776103505 堺市中区

深井中町５７９－３

072-275-7440 072-275-8158 株式会社朋友会

特定福祉用具販売

クローバーコーポレーション

2776103679 堺市中区

深井中町１９６４番地５

072-275-5289 072-275-5389

特定福祉用具販売

ココネス

2776102663 堺市中区

深井清水町３６０４－３０５

072-260-4456 072-260-4452 株式会社ココネス

特定福祉用具販売

福祉用具ほのか

2776103539 堺市中区

深井清水町３５５５

072-297-1163 072-298-0642 合同会社Ｋｏｋｏｕｓ

特定福祉用具販売

スマイル愛

2770108658 堺市東区

菩提町五丁２４６番地の５

072-286-1467 072-286-1466 有限会社ケイプラン

特定福祉用具販売

レントヘルス堺ステーション

2776201077 堺市東区

菩提町三丁３１番地５８

072-286-0051 072-286-0051 株式会社ナカムラ

ライフサポート
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合同会社天神

072-276-1333 072-242-7934 株式会社ケイエムシー

２階
スカ

072-278-5602 072-278-5603 有限会社阪南メディカル

合同会社クローバーコーポレー
ション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

特定福祉用具販売

ミューズ

2776201523 堺市東区

菩提町１－７－９

072-248-4672 050-3458-2449 株式会社ｍｕｓｅ

特定福祉用具販売

ふるさぽーと

2770105233 堺市東区

日置荘北町二丁２１番３６号

072-288-1900 072-288-1901 株式会社ふるさぽーと

特定福祉用具販売

スノーフレーク

2776200764 堺市東区

日置荘北町一丁３７－４

072-286-9765 072-289-6245 ベレザ合同会社

特定福祉用具販売

ウェルアシスト

2776201309 堺市東区

日置荘北町一丁２６－１５

072-247-5905 072-247-5906 株式会社ウェルケア

特定福祉用具販売

ファインツール

2776201572 堺市東区

日置荘西町七丁１３番９号

072-349-7125 072-349-8854

特定福祉用具販売

アシストケアショップ

2776200954 堺市東区

野尻町１９２番１７

072-288-3150 072-288-3151 アシストケア株式会社

特定福祉用具販売

有限会社ヤヤ建設

2770103634 堺市東区

高松５１０番地の１

072-230-6407 072-230-6408 有限会社ヤヤ建設

特定福祉用具販売

らぶ・いきいき福祉用具レンタ
2770106124 堺市東区
ルサービス

高松２１番地１８

072-239-6190 072-239-6190 有限会社ｅ－Ｌｉｆｅ

特定福祉用具販売

介護ショップヘルシーライフ南
2776201127 堺市東区
大阪支店

北野田１２８－１

特定福祉用具販売

心レンタルサービス

2776201390 堺市東区

北野田６１７番地９
ビル

特定福祉用具販売

Ｕ福祉用具サービス

2776201598 堺市東区

西野３９６番地２ サンライズ
072-239-5155 072-239-5155 株式会社ＵＮＩＴＥＤ
マンション３０３号室

特定福祉用具販売

リレイション

2776201531 堺市東区

大美野１６２番地１０５号
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７Ｐｉｌｌａｒ
式会社

Ｃｒａｆｔ株

１－Ｂ号室 072-294-6818 072-294-6819 有限会社プログレス
ロハル

072-239-7770 072-239-7771 株式会社ロハル

072-248-4363 050-3451-3078 合同会社ｒｅｌａｔｉｏｎ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

特定福祉用具販売

ケア・サポート・サービス南大
2770107759 堺市東区
阪

中茶屋１番地の３８

072-236-3933 072-349-3021

特定福祉用具販売

クレストケア

2776401636 堺市南区

和田東７３０番地６

072-293-6517 072-293-6518 有限会社心

特定福祉用具販売

株式会社ナガイ本社営業所

2776400018 堺市南区

深阪南３３０番地の１１

072-235-4526 072-235-6843 株式会社ナガイ

特定福祉用具販売

笑顔工房

2776400653 堺市南区

竹城台二丁６－５
丘１０２号

072-293-7007 072-293-7007 白川合同会社

特定福祉用具販売

ケアセンターはるか

2770100853 堺市南区

槇塚台三丁１番２３号

072-293-4195 072-293-4199 株式会社愛のケア工房はるか

特定福祉用具販売

リノテック

2776401958 堺市南区

原山台５丁５－５

072-290-0001 072-290-0002 株式会社リノテック

特定福祉用具販売

千友介護サービスステーション 2770104400 堺市南区

庭代台二丁３番３号

072-297-6974 072-297-7130 有限会社サン・ベステム

特定福祉用具販売

ハートフルサンク

2770101570 堺市南区

桃山台三丁１番３号

072-298-2871 072-295-8802 株式会社ハートフルサンク

特定福祉用具販売

株式会社ニシケンホームセン
ター

2776400224 堺市南区

桃山台二丁３番４号

072-298-2340 072-298-2318

特定福祉用具販売

あしすとれんたる

2776401503 堺市南区

新檜尾台三丁６番９号

072-295-0800 072-295-0801 株式会社アシスト

特定福祉用具販売

ハウジング工房エムツー株式会
2776400273 堺市南区
社

和田４８６

072-296-3434 072-296-3436

特定福祉用具販売

ハクイ総合サービス有限会社

2770108708 堺市美原区 丹上３３８番地１
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メゾン泉ヶ

有限会社ケア・サポート・サー
ビス南大阪

株式会社ニシケンホームセン
ター

ハウジング工房エムツー株式会
社

072-362-6744 072-362-6744 ハクイ総合サービス有限会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

特定福祉用具販売

福祉用具サービス
ＩＮ

特定福祉用具販売

ＳＨＯＷＪ

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776600484 堺市美原区 多治井１１６番地１１

072-267-4295 072-267-4296 合同会社ヤマシタ

よつば福祉用具サービス

2776600609 堺市美原区 多治井１５７－３５

070-4553-8315

よつば合同会社

特定福祉用具販売

有限会社ケアサービスエス・
ビー二十一

2770107270 堺市美原区 小平尾２１１－１

072-369-5088 072-369-5089

有限会社ケアサービスエス・
ビー二十一

特定福祉用具販売

エムケアサポート

2776600369 堺市美原区 平尾２４４７－１

072-363-8883 072-363-8884 株式会社エムズ

特定福祉用具販売

有限会社ニコニコドラッグ介護
2770107262 堺市美原区 北余部４５番地２１
事業部

072-363-1660 072-363-1660 有限会社ニコニコドラッグ

特定福祉用具販売

有限会社ソウシン福祉用具貸与
2770107296 堺市美原区 今井７７番地４
事業所

072-363-0082 072-363-0092 有限会社ソウシン

特定福祉用具販売

ウィズユー

2776502235 堺市北区

船堂町二丁１０番

特定福祉用具販売

ケアふらっと

2776503068 堺市北区

船堂町二丁２３番６号
レスホーム弐１０２号

特定福祉用具販売

モリサキ家具株式会社

2770103691 堺市北区

東浅香山町二丁３３５番地

072-251-4306 072-251-4855 モリサキ家具株式会社

特定福祉用具販売

やすらぎの介護シャローム

2776503191 堺市北区

東浅香山町一丁１９－９
Ｓビル１Ｆ

072-257-6060 072-246-0809 シャローム株式会社

特定福祉用具販売

はうすあがぺぇ

2776501666 堺市北区

南花田町８１番地１ ウッズ
アーバンビル２０５号室

072-247-8783 072-247-8784

特定福祉用具販売

バンビ福祉用具サービス

2776502862 堺市北区

野遠町１１０－１０
１８号室

072-355-8636 072-249-7499 合同会社Ｑ＆Ｃ
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072-257-5660 072-257-5661 合同会社わかち
ＭＴク

Ｋ＆

松南荘２

072-275-5233 072-275-5234 合同会社グラブ

アガペー訪問介護センター株式
会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

特定福祉用具販売

アップライフ介護用品新金岡店 2776501047 堺市北区

特定福祉用具販売

株式会社愛安住

特定福祉用具販売

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

新金岡町五丁４－１０３

072-242-8631 072-242-8632 株式会社リンクアップ

2776502599 堺市北区

金岡町１９８８
Ⅱ号館１０１号

072-253-0701 072-253-0880 株式会社愛安住

１つの魔法

2776502631 堺市北区

金岡町７０７番地

072-220-0444 072-220-2267 株式会社モネ

特定福祉用具販売

株式会社ヤマシタ堺営業所

2776503316 堺市北区

金岡町３００１番地３

072-240-1721 072-240-1723 株式会社ヤマシタ

特定福祉用具販売

株式会社大阪メディカル介護セ
2776500064 堺市北区
ンター

黒土町３００２番地１１

072-240-0710 072-240-0877

株式会社大阪メディカル介護セ
ンター

特定福祉用具販売

ユーエイチ介護サービス

2776503167 堺市北区

黒土町２３６７番地

072-258-0080

ユーエイチサービス有限会社

特定福祉用具販売

フランスベッド株式会社
ディカル堺営業所

2776503225 堺市北区

黒土町３０００－３

072-240-0070 072-240-0071 フランスベッド株式会社

特定福祉用具販売

株式会社ヤエス大阪営業所

2770105324 堺市北区

長曽根町１２１２番３

072-257-9915 072-257-9921 株式会社ヤエス

特定福祉用具販売

ケア２１堺北

2776502896 堺市北区

百舌鳥梅町三丁１１－１

072-246-0121 072-246-2121 株式会社ケア２１

特定福祉用具販売

株式会社リンク

2776500973 堺市北区

百舌鳥西之町二丁５９７番地の
072-257-8730 072-257-8731 株式会社リンク
２

特定福祉用具販売

ハートビート

2776501443 堺市北区

百舌鳥西之町一丁２７－２０１ 072-240-1911 072-240-1912 株式会社ハートビート

特定福祉用具販売

愛まごころ介護サポートセン
ター

2776501732 堺市北区

百舌鳥西之町一丁６６番地１０ 072-275-5972 072-275-5982 株式会社ＪＶＳ音工

堺営業所

メ
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寿マンション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

特定福祉用具販売

株式会社トーカイ堺営業所

2770104939 堺市北区

百舌鳥陵南町三丁２６番１

特定福祉用具販売

ＮＩＣＯ

2776502292 堺市北区

百舌鳥陵南町二丁７００－１０
072-270-2423 072-270-2424 株式会社ＮＩＣＯＬＩＮＥ
１

特定福祉用具販売

レンタルケア

2776502425 堺市北区

百舌鳥赤畑町四丁３３０番地１ 072-258-7888 072-258-6200 株式会社ナオビッグ

特定福祉用具販売

ケアアンドメディカル介護サー
2776502946 堺市北区
ビス

特定福祉用具販売

ビーナス福祉用具サポート

特定福祉用具販売

うるおい福祉用具貸与センター 2776502672 堺市北区

特定福祉用具販売

アドヴァン福祉用具センター

介護医療院サービス

医療法人以和貴会
介護医療院

ＬＩＮＥ

ナオビッグ

2776503118 堺市北区

072-276-5595 072-276-3465 株式会社トーカイ

百舌鳥赤畑町１－３７－１０－
072-253-6455 072-344-5898 ケアアンドメディカル株式会社
５Ｆ
東雲東町一丁６－２３
ル１階

宝永ビ

072-276-4421 072-242-8430 株式会社ビーナス

南長尾町一丁２番３１号

072-251-7110 072-251-7107 株式会社コミュニティ・ライフ

2776502268 堺市北区

東三国ヶ丘町五丁５番２号

072-260-4646 072-260-4648 株式会社アドヴァン

27B6500016 堺市北区

百舌鳥陵南町一丁７７番地１

072-277-1119 072-270-3426 医療法人以和貴会

介護予防訪問入浴介
アースサポート堺中央
護

2776000578 堺市堺区

向陵中町五丁１番１９号

072-251-2811 072-251-2833 アースサポート株式会社

介護予防訪問入浴介 リトルバード堺訪問入浴セン
護
ター

2770106827 堺市堺区

向陵西町四丁１番６号

072-282-5045 072-282-5047 リトルバード株式会社

介護予防訪問入浴介
ミルキー訪問入浴センター
護

2776001527 堺市堺区

賑町三丁１番８号

072-233-2022 072-233-2023 株式会社みるく

介護予防訪問入浴介
訪問入浴介護ゆうだい
護

2776001691 堺市堺区

大浜北町一丁１２番３号

072-233-2623 072-233-2685 株式会社あさみ

北条病院

218 / 264 ページ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

介護予防訪問入浴介 エルケア株式会社エルケア堺入
2776100451 堺市中区
護
浴センター

深井中町８９７番地１
ライフ上野芝２階

介護予防訪問入浴介
訪問入浴きらら
護

2776100493 堺市中区

深井清水町３６０１

介護予防訪問入浴介
はるす・訪問入浴サービス堺
護

2770103501 堺市東区

日置荘原寺町４１１番地１

072-286-4577 072-286-4668 株式会社はるす

介護予防訪問入浴介 リトルバード泉北訪問入浴セン
2776401602 堺市南区
護
ター

三原台三丁１－１４

072-294-0040 072-294-0070 リトルバード株式会社

介護予防訪問入浴介
特定非営利活動法人せかんど
護

檜尾３０９３－７

072-260-1294 072-260-1295 特定非営利活動法人せかんど

2770101422 堺市南区

介護予防訪問入浴介 アサヒサンクリーン在宅介護セ
2776502839 堺市北区
護
ンター堺

ロング

事業所TEL

072-276-1126 072-277-9165 エルケア株式会社

１０６号 072-247-9191 072-247-8611 有限会社なかむら

長曽根町３０２９－１４ プル
072-247-7760 072-247-7761 アサヒサンクリーン株式会社
ミエールコート１０２号室

介護予防訪問看護

Ｌｉｎｏ訪問看護ステーション 2766090498 堺市堺区

介護予防訪問看護

香ヶ丘訪問看護ステーション

2766090506 堺市堺区

香ヶ丘町一丁１２－２１ シャ
072-242-4807 072-242-4807 株式会社ＡＯＹ
ルマンフジ香ヶ丘２０３号

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
ノ

2766090316 堺市堺区

南田出井町１－３－１２

072-222-5550 072-222-8330 社会福祉法人南の風

介護予防訪問看護

ひまわり訪問看護ステーション 2760190047 堺市堺区

今池町三丁３番１６号

072-222-9011 072-229-9307 公益財団法人浅香山病院

介護予防訪問看護

たいようの家訪問看護ステー
ション

2766090142 堺市堺区

今池町一丁３番２２号

072-232-4137 072-226-1332 有限会社たいよう

介護予防訪問看護

ほのか訪問看護ステーション

2766090522 堺市堺区

今池町一丁２番１０号
室

セレー

072-225-4313 072-225-4323 ＭＭＲ泉株式会社

香ヶ丘町二丁６番３号
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０１号

072-225-0788 072-225-0789 株式会社燈嘉

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問看護

ケアプラス訪問看護ステーショ
2766090134 堺市堺区
ン

向陵中町六丁６番１号

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションドリーム 2766090209 堺市堺区

向陵中町五丁１－１９
ブル向陵６０３

ステイ

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションｉスマイ
2766090274 堺市堺区
ル

向陵中町４－４－３２
ビル３階

チボリ

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション轍

2766090068 堺市堺区

向陵東町１－４－１３
リア１０８号室

プルメ

介護予防訪問看護

医療法人サヂカム会 けやき
訪問看護ステーション

2766090266 堺市堺区

榎元町一丁５番１号

072-228-1880 072-228-1890 医療法人サヂカム会

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションあおぞら 2766090183 堺市堺区

七条通２番１３号

072-232-2017 072-232-2018 株式会社あおぞら訪看

介護予防訪問看護

シャローム訪問看護ステーショ
2766090043 堺市堺区
ン

一条通３番２号

072-224-7707 072-224-7705 シャローム株式会社

介護予防訪問看護

ジョイ訪問看護ステーション堺 2766090365 堺市堺区

神保通３番２３－１号

072-267-4737 072-267-4738 株式会社ジョイライフ

介護予防訪問看護

つくしの会訪問看護ステーショ
2766090563 堺市堺区
ン

翁橋町一丁９番１５号

072-238-4331 072-238-4338 オムニクス株式会社

介護予防訪問看護

清恵会訪問看護ステーション

2760190211 堺市堺区

南安井町一丁１番１号

072-232-6074 072-220-0051 社会医療法人清恵会

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションセカン
ド・ケア

2766090530 堺市堺区

南花田口町二丁３番２０号
共堺東ビル７階

介護予防訪問看護

ゆい訪問看護・リハビリステー
2766090415 堺市堺区
ション

中瓦町一丁２番５号
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072-276-4578 072-259-6890 照恵商事株式会社

三

072-253-9960 072-253-9961 有限会社ドリーム

072-370-1728 072-350-3085 合同会社Ａ・Ｓ・Ｓ

072-249-8721 072-249-8523 合同会社Ｗｉｄｅ

Ｒｏａｄ

072-247-5471 072-247-5473 株式会社セカンド・ケア

072-222-0885 072-222-0886 株式会社ＮＯＲＴＨ

ＳＩＤＥ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

2766090480 堺市堺区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

中瓦町１－４－２８

072-290-7372 072-290-7374 合同会社ＬＩＮＫＬＩＮＥ

新町３－７

072-222-8737 072-222-8738 株式会社Ｎ・フィールド

介護予防訪問看護

ビルド訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションデューン
2760190542 堺市堺区
南大阪

介護予防訪問看護

ルート訪問看護ステーション

2766090332 堺市堺区

大仙中町１番７号

072-248-6513 072-248-6513 Ｒｏｏｔ

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション笑楽
津

2766090431 堺市堺区

石津町三丁１４番５４号

072-350-3895 072-350-3896 株式会社ビオネスト

介護予防訪問看護

あみてぃえ訪問看護ステーショ
2766090373 堺市堺区
ン

昭和通三丁４３番地２７

072-275-5222 072-275-5223 合同会社えくれれ

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション

昭和通４－６１

072-242-7376 072-242-3065 株式会社けやきサポート

介護予防訪問看護

あっと訪問看護ステーション

2766090126 堺市堺区

桜之町西二丁１番１８号

072-230-4467 072-227-4568 合同会社オフィスＫ

介護予防訪問看護

Ｎ－ａｒｔ訪問看護ステーショ
2766090423 堺市堺区
ン

戎之町東三丁２番３０号
ペースワン３０２号

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション

戎

2766090555 堺市堺区

戎之町東五丁１番１８号

072-221-2363 072-221-2369

介護予防訪問看護

敬愛訪問看護ステーション

2766090217 堺市堺区

熊野町西二丁１－１５

072-247-8311 072-269-4173 株式会社橋善

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
リプラス

2766090175 堺市堺区

市之町東五丁２番１１号
リーンプラザ４０４号

介護予防訪問看護

はるの訪問看護ステーション

2766090308 堺市堺区

大町東３－１－１２

石

けやき 2766090464 堺市堺区

リハビ

ＳＴＣビル７Ｆ
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リス

堺グ

Ｌａｂｏ株式会社

072-260-4685 072-260-4687 合同会社Ｎーａｒｔ
合同会社ＦｏｕｎｔａｉｎＶａ
ｌｌｅｙ

072-275-9703 072-275-9713 株式会社リハビリプラス

072-282-7622 072-282-7623 社会福祉法人天照会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション延寿

2766090399 堺市堺区

宿院町西三丁１番３２号 ＳＨ
株式会社グローバルケアプラン
ＩＮＮＩＫＫＥＮビル２階Ｂ号 072-226-2233 072-226-2234
ニング
室

介護予防訪問看護

ハッピーケア堺

2766090548 堺市堺区

宿院町西１丁１番６号
宿院４Ｆ

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
あ

2766090472 堺市堺区

少林寺町東三丁１番２３号
林寺ＴＫハイツ２０３号

介護予防訪問看護

ベーグル訪問看護ステーション 2766090514 堺市堺区

竜神橋町一丁６－２－４０３

072-238-7705 072-238-7706 株式会社ベーグル

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
ケアジャパン堺北

住吉橋町一丁５番２０号
橋ＴＫハイツ１階

072-242-6405 072-242-6406 株式会社ハピネスＴＫ

介護予防訪問看護

ペガサス訪問看護ステーション
2766390153 堺市西区
石津北

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

たつみ訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

こもれび訪問看護ステーション
2766390393 堺市西区
堺

浜寺石津町東三丁９番２４号

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションおとのい 2760190567 堺市西区

浜寺船尾町東四丁６４番地１０
072-268-6000 072-268-6001 株式会社興成
２号

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション

ふなお 2766390195 堺市西区

浜寺船尾町西一丁４の８

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
リー

バッテ

浜寺船尾町西三丁９１－１
寺ギャラリーコート２０５

みるも

メディ

音

2766090456 堺市堺区

ＩＷＣ

少

住吉

072-225-1871 072-225-1872 株式会社ライフケア・ビジョン

072-267-4878 072-267-4878 株式会社い志乃商会

072-245-3411 072-245-3412 社会福祉法人風の馬

浜寺石津町西一丁２番７号

2766390344 堺市西区

浜寺石津町中四丁７番４号 グ
072-275-7108 072-275-7109 ＮＰＯ法人堺自立支援センター
リーンハイムエノモト１０１

2766390252 堺市西区

浜寺石津町東一丁２番２１
本ビル３階

2766390450 堺市西区
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宮

072-242-7861 072-242-7862 有限会社ケアサプライ

072-320-0137 072-320-0245 一般社団法人こもれび

072-269-4162 072-269-4262 介護支援センター船尾株式会社
浜

072-246-9588 072-246-9533 株式会社バッテリー

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問看護

セルビス訪問看護ステーション 2766390427 堺市西区

浜寺元町一丁１１８

072-267-1566 072-267-1568 株式会社セルビス

介護予防訪問看護

いずみ訪問看護ステーション

2766390039 堺市西区

北条町一丁２番３１号

072-276-5505 072-276-5525 医療法人大泉会

介護予防訪問看護

さくら訪問看護ステーション

2766390047 堺市西区

上野芝向ヶ丘町六丁１－３４
パルファン上野芝１階

072-267-4539 072-268-2388 株式会社シーエムエス

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションここいろ
2766390443 堺市西区
堺

上野芝向ヶ丘町一丁２４番１４
072-242-4577 072-242-4578 株式会社和心
号

介護予防訪問看護

大阪南リハビリ訪問看護ステー
2766390138 堺市西区
ション

上４５９－１

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションほのぼの 2766390351 堺市西区

上５５９番地１

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション心〈ここ
2766390369 堺市西区
ろ〉

上６３０－１１

072-271-3711 072-271-3712 株式会社Ｃｏｃｏｌｏ

介護予防訪問看護

ケアライフ福泉訪問看護ステー
2766390203 堺市西区
ション

草部４６５番地１４号

072-247-5616 072-271-1360

介護予防訪問看護

ベルアンサンブル訪問看護ス
テーション

菱木一丁２３４３番１７

072-349-6753 072-349-6731 社会医療法人生長会

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションすみれの
2766390336 堺市西区
家

山田二丁１８９番８号

072-290-7541 072-290-7551 株式会社メディカルケア堺

介護予防訪問看護

アイビー訪問看護ステーション 2760190518 堺市西区

津久野町一丁１番１の５

072-274-8331 072-274-8332 株式会社カルナ

介護予防訪問看護

あゆみ訪問看護ステーション

津久野町二丁３６番２７号

072-201-0467 072-201-0468 株式会社誠心

2766390070 堺市西区

2766390088 堺市西区
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072-290-7917 072-290-7918

株式会社大阪南ケアリングサー
ビス

昌和鳳３０３ 072-284-7071 072-284-7072

株式会社メディカルアソシエイ
ツ

ケアライフ・メディカルサプラ
イ株式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問看護

うさぎ訪問看護ステーション

2766390310 堺市西区

鳳東町二丁１７７－３

072-272-8811 072-272-9012 医療法人泉翔会

介護予防訪問看護

ｎａｇｏｍｉ堺鳳訪問看護ス
テーション

2766390419 堺市西区

鳳東町二丁１９８番地

072-247-4882 072-275-4863 株式会社Ｓｕｎ－ｙｏｕ

介護予防訪問看護

耳原訪問看護ステーション

2760190013 堺市西区

鳳南町五丁５９５
ニック内

072-273-1774 072-273-0647 社会医療法人同仁会

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションひまわり
2766390104 堺市西区
の里鳳

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションいっぽ

介護予防訪問看護

愛スマイル訪問看護ステーショ
2766390161 堺市西区
ン

鳳西町一丁６７番地９

介護予防訪問看護

ぷれみあむ訪問看護ステーショ
2766390294 堺市西区
ン

鳳西町二丁１８番地１０
ラブール鳳２０１号室

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションわ

介護予防訪問看護

訪問看護ステーショントライケ
2766390385 堺市西区
ア

鳳西町一丁８９－７
ハイツ１０４号

介護予防訪問看護

ケアサービスはるかぜ訪問看護
2766390179 堺市西区
ステーション

鳳中町五丁１５３－１
ア鳳２０１号

ラウレ

介護予防訪問看護

Ｔ・ルーツ訪問看護ステーショ
2766390260 堺市西区
ン

鳳中町三丁６１番１３
ル２０１・２０２号室

三久ビ

介護予防訪問看護

ふれ愛

2766390401 堺市西区

2766390377 堺市西区

訪問看護ステーション 2766390468 堺市西区

耳原鳳クリ

072-272-0262 072-272-0263 社会福祉法人ひまわり会

鳳南町四丁４７６－２

鳳南町五丁５１７番地２９ や
072-284-9609 072-284-9957 ＬＯＴＵＳ合同会社
をせマンション２階２０３号室
072-247-8156 072-247-8157 株式会社菩提樹
アド

072-266-5588 072-266-5589 株式会社プレミアム訪問看護

鳳西町二丁８番２号 ハイツウ
072-242-4810 072-242-6604 株式会社輪和話
エンディＡ棟１０５号室
第２末広

072-269-4681 072-269-4691 永樂義克株式会社

072-275-7520 072-275-7518 有限会社はるかぜ

072-230-4736 072-230-4737 有限会社美都

鳳中町四丁１２１番５号ー３０
072-247-8212 072-247-8212 株式会社Ｊ・Ｄ・Ａ
２号
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問看護

ペガサス訪問看護ステーション 2760190088 堺市西区

鳳北町十丁１０番地

072-265-7778 072-265-2878 社会医療法人ペガサス

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションＡＩＬＥ 2766390328 堺市西区

鳳北町十丁３４－１０１

072-225-4420 072-225-4422 合同会社ナイス

介護予防訪問看護

スーパー・コート堺神石訪問看
2766390435 堺市西区
護ステーション

鳳北町十丁２５ コートロッジ
072-267-0600 072-267-0601 株式会社スーパー・コート
パート１ １０７号

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション堺下田

2766390245 堺市西区

下田町１９番１５号

072-269-0505 072-269-0303

インテリジェントヘルスケア株
式会社

介護予防訪問看護

ｉｎｎｏｃｅｎｔ訪問看護ス
テーション

2766190371 堺市中区

学園町３番１０号

072-230-2611 072-230-2613

株式会社メディカルｉｎｎｏｃ
ｅｎｔ

介護予防訪問看護

医療法人浩仁会南堺訪問看護ス
2766190132 堺市中区
テーション

大野芝町２９０－１

072-236-3050 072-236-3055 医療法人浩仁会

介護予防訪問看護

シオン訪問看護ステーション

2766190108 堺市中区

土塔町３３３６番地２階

072-284-7778 072-284-7799 株式会社グリーングラス

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション風香

2766190231 堺市中区

深井沢町３３１５
深井４０３号

グランパス

072-202-0227 072-202-0228 株式会社ネクサステージ

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
ン堺中区

2766190330 堺市中区

深井沢町３３２４
ビル２階

ＦＵＫＡＩ

介護予防訪問看護

ソフィアメディ訪問看護ステー
2766190462 堺市中区
ション堺中央

深井沢町３１１８
ドビル２階

ＭＳセカン

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
ト・大阪

フィッ

2766190488 堺市中区

深井沢町３２８４番地
ル３階Ａ号室

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
やこ）

京（み

2766190447 堺市中区

土師町五丁３０番１５－２号

デュー
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安田ビ

072-277-8306 072-277-8307 株式会社Ｎ・フィールド

072-246-9183 072-246-9184 ソフィアメディ株式会社

072-247-8023 072-247-8037 株式会社ハートケア

072-369-4130 072-369-4131 合同会社ＭＩＹＡＣＯ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

2766190207 堺市中区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

福田５４１番１

072-230-5000 072-230-5077 社会福祉法人幸雪会

上之４３０番地４

072-289-0023 072-289-0021 有限会社結芽そう

2766190264 堺市中区

東山６２番地１

072-239-0621 072-239-0622 医療法人恵泉会

ＺｉＰ 2766190272 堺市中区

東山４３番地１

072-360-4155 072-360-4156

2766190389 堺市中区

東山５０－１

072-237-1133 072-237-1134 合同会社Ｒｈｙｚｍ

希望訪問看護ステーション

2766190520 堺市中区

東山９５３－３
階

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
アムール

2766190413 堺市中区

平井３８番地７

072-275-9116 072-275-9117 株式会社アンジュ

介護予防訪問看護

ネットワークナース訪問看護ス
2766190157 堺市中区
テーション

深阪二丁９番２号

072-234-2564 072-234-6853 三共電子工業株式会社

介護予防訪問看護

ベルシャンテ訪問看護ステー
ション

深阪一丁１３番６７号

072-278-1172 072-278-1010 社会医療法人生長会

介護予防訪問看護

あこうて訪問看護ステーション 2766190496 堺市中区

深阪一丁６番３９号
ハイツＡ１０２号

072-321-8595 072-321-1921 合同会社Ｂｏｎｔｅ

介護予防訪問看護

ペガサス訪問看護ステーション
2760190203 堺市中区
イースト

八田北町１０２０番地

072-278-9960 072-278-9970 社会医療法人ペガサス

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション「ふれあ
2760190401 堺市中区
い」

八田南之町２６７番地２

072-279-1631 072-279-1675 医療法人杏和会

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション遊陶里

介護予防訪問看護

ゆめそう訪問看護ステーション 2766190124 堺市中区

介護予防訪問看護

ハート訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション和音

介護予防訪問看護

こころ

2766190199 堺市中区
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２Ｆ

ウインビル１

グリーン

株式会社Ｏｎｅ
ｍｉｌｙ

Ｂｉｇ

072-230-1870 072-230-1871 株式会社希望社

Ｆａ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）
毛穴町９２－１
階

ベニヤビル２

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問看護

シンシア訪問看護ステーション 2766190173 堺市中区

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション絆

2766190256 堺市中区

深井中町１８８８番地１４

072-270-2467 072-270-2466 合同会社絆

介護予防訪問看護

輝の訪問看護ステーション

2766190280 堺市中区

深井中町１２１１番地３

072-281-0512 072-281-0513 有限会社輝ケアーセンター３９

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションＡｎｅｌ
2766190454 堺市中区
ａ

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション真月

介護予防訪問看護

リハっする訪問看護ステーショ
2760190492 堺市中区
ン

深井清水町１７９７－１－１０ 072-278-6401 072-278-6403 有限会社在宅ケアのリハっする

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションフェイト
2766190066 堺市中区
深井

深井清水町１８０４番地４０

072-270-2880 072-270-2880

介護予防訪問看護

医療法人眞祥会 訪問看護ス
テーションふくふく

深井清水町３９８５番地
深井ビル６階

080-2075-0675 072-246-9968 医療法人眞祥会

介護予防訪問看護

リハビリ訪問看護ステーション
2766190470 堺市中区
きらら

深井清水町３６０１

介護予防訪問看護

居宅支援事業所エル訪問看護ス
2766190082 堺市中区
テーション

宮園町２番１１号

072-350-6991 072-350-6993 株式会社ｎｅｏ

介護予防訪問看護

くるみ訪問看護ステーション

2766190025 堺市中区

東八田３３９番地２

072-279-2424 072-279-2424 合資会社大誠メディカル

介護予防訪問看護

ひなた訪問看護ステーション

2766190512 堺市中区

小阪２９７－１

072-242-3095 072-281-0130 優仁ウエルネス株式会社

2766190504 堺市中区

2766190439 堺市中区

072-260-1233 072-273-1266 株式会社シンシア

深井中町７４３番１２ セカン
072-230-4721 072-230-4781 株式会社Ａｎｅｌａ
ド・ライフ深井中町１階
072-205-2283 072-205-2283 株式会社ハッピービジョン

深井中町１４１５番地６
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ＨＳ

株式会社総合在宅医療サービス
Ｆａｔｅ

１０６号 072-247-9191 072-247-8611 有限会社なかむら

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所TEL

事業所FAX

法人名
合同会社訪問看護ステーション
ぼだい

菩提町二丁９９番地４

072-286-1953 072-286-1953

訪問看護ステーションアイリス 2766290254 堺市東区

菩提町３－９－１

072-289-7220 072-289-7228 株式会社シーヒューマン

介護予防訪問看護

おひさま訪問看護ステーション
2766290262 堺市東区
初芝

菩提町二丁６５番地

072-287-3330 072-287-3332 社会福祉法人頌徳福祉会

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションきらく

白鷺町三丁１８１６番４

072-287-7737 072-287-7738 有限会社楽栄

介護予防訪問看護

みつばち訪問看護ステーション 2766290205 堺市東区

白鷺町三丁１３番１号

072-288-4859 072-288-4860 株式会社轍

介護予防訪問看護

Ｍａｔｅ訪問看護ステーション 2766290213 堺市東区

白鷺町一丁２６－１
白鷺２０１

0800-500-1086 072-231-9354 合同会社Ｅ’ｍｓ

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

よろこんぶ訪問看護ステーショ
2766290064 堺市東区
ン

日置荘西町２－５－１６ Ｆｉ
ｏｒｅ ＨＡＴＳＵＳＨＩＢＡ 072-288-4646 072-287-3255 株式会社快奏
１０２号

介護予防訪問看護

コットン訪問看護ステーション 2766290072 堺市東区

日置荘西町七丁３１番８号 サ
072-201-8787 072-201-8788 株式会社ＨＡＮＡ
ンハイムＭＯＲＩ１０１号室

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションアーク

2766290221 堺市東区

丈六２０３－３８

072-322-3939 072-322-3938 株式会社アーク

介護予防訪問看護

社会医療法人頌徳会日野病院

2710109758 堺市東区

北野田６２６番地

072-239-5863 072-231-9017 社会医療法人頌徳会

介護予防訪問看護

ぽると訪問看護ステーション

2766290114 堺市東区

北野田２８番３－１０１号

072-349-7159 072-349-9753 株式会社ＭＯＮ

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションつくし

介護予防訪問看護

2766290098 堺市東区

事業所所在地（町番地）

2766290148 堺市東区

こはる 2766290171 堺市東区

ラッキー

日置荘北町二丁１０－２８
１０３号
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Ａ

072-290-7832 072-290-7833 株式会社やまゆり

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

2766290122 堺市東区

事業所所在地（町番地）
北野田６１７番地９
ビル

ロハル

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-247-5726 072-239-7771 株式会社ロハル

介護予防訪問看護

心訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションふれあい
2760190245 堺市東区
ポート

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション仁

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションＳｔｏｒ
2766290239 堺市東区
ｙ

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションなごみ

2760190476 堺市東区

西野２５４番地３

介護予防訪問看護

みおつくし訪問看護ステーショ
2766290155 堺市東区
ン

大美野１５８－３
デンス１０３号室

大美野レジ

介護予防訪問看護

草尾リハビリ訪問看護ステー
ション

草尾１１６６－２

２Ｆ

介護予防訪問看護

そらいろ訪問看護ステーション 2766490326 堺市南区

宮山台一丁６番８号
台貸店舗Ｄ号

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションふるーと 2760190559 堺市南区

深阪南１１１番地の２

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
グリラ

深阪南１１７番地 深阪矢谷ビ
072-230-3340 072-230-3341 合同会社シャングリラ
ル ２階 ２０２号

介護予防訪問看護

あかるい手訪問看護ステーショ
2766490318 堺市南区
ン

深阪南１１９番地
ドビル１０１号

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
泉ケ丘

土佐屋台１５５９－２０２

2766290031 堺市東区

シャン

パーム

2766290106 堺市東区

2766490300 堺市南区

2766490359 堺市南区

大阪みなみ医療福祉生活協同組
合

南野田１３１－３

072-236-3751 072-236-1160

南野田３４４番地１４

072-320-5709 072-320-5708 株式会社仁

南野田２３６番地２
１０２号室

072-230-0888 072-230-0889 株式会社ＫＥＮＢＯＵ
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マイオス

072-230-0981 072-230-0833 医療法人恒尚会

山楠宮山

ダイヤモン

072-235-6633 072-235-6655 株式会社スリースタ－

072-247-7778 072-230-5653 ヘルスケアリンク株式会社

072-289-7103 072-289-7104 有限会社心

072-235-1363 072-235-1363 有限会社ウィズ

072-349-6157 072-237-4100 有限会社石井

072-248-5248 072-344-5428 株式会社三楽

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問看護

医療法人恒進會バウムリハビリ
テーションセンター訪問看護ス 2760190328 堺市南区
テーションエール

豊田４０番地

介護予防訪問看護

Ｓｅｉｅｉ訪問看護ステーショ
2766490383 堺市南区
ン

豊田１５３７番地２
ト１０２号

介護予防訪問看護

桜けあ訪問看護ステーション

2766490151 堺市南区

三原台三丁７番９号

072-355-3405 072-249-4466 株式会社桜けあ

介護予防訪問看護

シィード訪問看護

2766490342 堺市南区

晴美台四丁８番７号

072-283-5037 072-283-5037 シィード訪問看護株式会社

介護予防訪問看護

はるか訪問看護ステーション

2766490201 堺市南区

槇塚台三丁１番２３号

072-289-6382 072-293-4199 株式会社愛のケア工房はるか

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
ルキャンディー

2766490268 堺市南区

槇塚台二丁１２番８号

072-299-1013 072-299-1014 株式会社ＲＥＫＯ

介護予防訪問看護

ペガサス訪問看護ステーション
2766490136 堺市南区
若松台

若松台三丁３４番９号

072-284-1050 072-284-1051 社会医療法人ペガサス

介護予防訪問看護

あんど訪問看護ステーション

2766490177 堺市南区

高倉台二丁５番１０号

072-284-0510 072-284-0511 株式会社杏

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションしんかい 2766490334 堺市南区

高倉台二丁３８番１３号
ツ恵２０２号

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
イフ堺高倉台

高倉台２丁３９－７－１

072-294-5060 072-294-5061 株式会社ウィザスイーライフ

介護予防訪問看護

Ｗｉｔｈ訪問看護ステーション 2766490375 堺市南区

高倉台２丁２７－１０
レＢ２０１号

072-369-4312 072-369-4313

介護予防訪問看護

泉北リハビリ訪問看護ステー
ション

原山台一丁１４番１２号
４ビルディング２階

アップ

イーラ

2766490367 堺市南区

2766490243 堺市南区
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072-296-0693 072-295-8699 医療法人恒進會
ＭＹコー

ハイ

ソファ

１１

072-296-7300 072-296-7322 星瑛株式会社

072-321-6073 072-321-8395 合同会社新開

コミュニティケアリング合同会
社

072-292-7303 072-292-7302 合同会社泉北医療企画

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

2710106804 堺市南区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

御池台五丁２番２号

072-293-4800 072-298-3396 社会福祉法人朋和会

別所２２９番地

072-290-5561 072-290-5562 有限会社まごころ喜多

2766490250 堺市南区

城山台三丁３番２号

072-298-0125 072-298-0125 株式会社ＬＵＮＡ

マクレ訪問看護ステーション

2766490037 堺市南区

鴨谷台一丁４１－６

072-294-0313 072-294-0313 株式会社マクレ

介護予防訪問看護

ハートフルサンク訪問看護ス
テーション

2766490144 堺市南区

桃山台２－３－４
桃山１Ｆ

072-289-5755 072-289-5785 株式会社ハートフルサンク

介護予防訪問看護

あるふぁ訪問看護ステーション 2766490193 堺市南区

桃山台二丁２０番７号

072-284-9252 072-284-9253 ユニバーサルケア株式会社

介護予防訪問看護

せかんど訪問看護ステーション 2766490060 堺市南区

檜尾３０９３－７

072-260-1294 072-260-1295 特定非営利活動法人せかんど

介護予防訪問看護

アール訪問看護ステーション
さかい

檜尾１１４番地４

072-242-6149 072-242-6069 株式会社ケアサポートりんぐ

介護予防訪問看護

りゅうじん訪問看護ステーショ
2766490052 堺市南区
ン泉北

和田７１１番１４５

072-297-8807 072-297-8815 大和ビルド株式会社

介護予防訪問看護

りんご訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションてんじゅ 2766690040 堺市美原区 さつき野東一丁目５番１

介護予防訪問看護

ゆう訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

年輪診療所

介護予防訪問看護

まごころ訪問看護ステーション 2760190435 堺市南区

介護予防訪問看護

小出訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

2766490185 堺市南区

ツインビル

2766690123 堺市美原区 小平尾８８９－１－２

2766690065 堺市美原区 北余部３９０－２
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072-248-4409 072-248-5626 株式会社リビシン

072-363-5501 072-363-5502 社会福祉法人天寿会

072-370-7771 072-370-7772 株式会社ユウビック

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
コ

ニコニ

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション

ひまり 2766690149 堺市美原区 北余部４０－５０

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションウェルケ
2766690156 堺市美原区 北余部４９２－６
ア

072-349-7576 072-247-5669 株式会社ウェルケア

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションぽかぽか 2766690016 堺市美原区 今井３８０番地

072-361-4999 072-361-4999 医療法人好寿会

介護予防訪問看護

まある訪問看護ステーション

2766690099 堺市美原区 今井９７番地

072-362-8688 072-362-8677 しろう株式会社

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションｆｏｒ
ｙｏｕ

2766690024 堺市美原区 太井６８７－２

072-362-6072 072-362-6077 株式会社フォーユー

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションぶるーむ 2766590216 堺市北区

介護予防訪問看護

結び訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション阪南中央
2766590414 堺市北区
北花田

北花田町四丁９３－６ プロ
シードタチバナ２０２号室

072-267-4424 072-267-4426

介護予防訪問看護

フィールド訪問看護ステーショ
2766590497 堺市北区
ン

北花田町３－３０－２１

072-256-4716 072-256-4719 合同会社Ｇｒｅｅｎ

介護予防訪問看護

こあ＋訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションひまわり
2766590224 堺市北区
の里 蔵前

2766690115 堺市美原区 北余部４５－２１

2766590307 堺市北区

2766590505 堺市北区

072-363-1660 072-363-1660 株式会社イーグル

北花田町三丁３７番地７
モンテラーゼ４０７

072-321-7753 072-321-7753 株式会社縁

ＵＳ

072-205-8755 072-205-8756 パートナー株式会社

北花田町三丁３３番地１６－２
072-251-6111 076-251-6112 株式会社ニューシップ結び
０３

北花田町３丁１７番地２４
ジデンス北花田３０１号
蔵前町二丁１６番１２号
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レ

社会医療法人阪南医療福祉セン
ター

072-254-1602 072-254-1622 Ｙ’ｓ株式会社

072-275-6037 072-275-6087 社会福祉法人ひまわり会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名
訪問看護ステー

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問看護

アミーナース
ション

2766590364 堺市北区

新堀町二丁１０６番地２

072-255-9001 072-255-9002 株式会社セルクル

介護予防訪問看護

りゅうじん訪問看護ステーショ
2766590067 堺市北区
ンしんかな

奥本町１－４３－２０５

072-240-4141 072-240-4139 大和ビルド株式会社

介護予防訪問看護

こころね訪問看護ステーション 2766590141 堺市北区

新金岡町五丁９番１１６号

072-245-9874 072-245-9875 一般社団法人日本福祉会

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションみやび

金岡町２３０２－１

072-247-7325 072-247-7395 株式会社サムズアップ

介護予防訪問看護

ヴィータ訪問看護ステーション 2766590422 堺市北区

金岡町２２７０番地４
ンション１０３号

介護予防訪問看護

タイヨウ訪問看護ステーション 2766590257 堺市北区

中百舌鳥町四丁５４０番１号

072-258-6660 072-258-6661 有限会社タイヨウビジネス

介護予防訪問看護

植木訪問看護ステーション

中百舌鳥町１－８－１

072-257-0106 072-257-0107 医療法人方佑会

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションナービス
2766590026 堺市北区
堺

長曽根町３０８２－５ エン
ジェルズ・アイ３０１号室

072-260-4190 072-260-4191 株式会社かんでんジョイライフ

介護予防訪問看護

すまいる・ポッケ訪問看護ス
テーション

2766590034 堺市北区

長曽根町１６６７番地
ａｉｒｅ

072-254-1366 050-1136-3122 株式会社すまいる・ポッケ

介護予防訪問看護

ライフ訪問看護ステーション

2766590083 堺市北区

長曽根町２２１３番地１
ビル

介護予防訪問看護

わかば訪問看護ステーション

2766590265 堺市北区

長曽根町１２０７番４号

介護予防訪問看護

かえるこころの訪問看護ステー
2766590323 堺市北区
ション

2766590273 堺市北区

2766590281 堺市北区

ＡＫマ

Ｐｏｌ

街路

072-230-4130 072-230-4132 合同会社Ｌｉｎｋ

072-240-1567 072-240-1566

Ｈｅａｒｔ

株式会社ライフ・サポート・コ
ミュニケーションズ

072-246-6622 072-246-6602 ソレイユ株式会社

長曽根町１３０番地４２ さか
い新事業創造センターＳ－Ｃｕ 072-252-6650 072-252-6651 合同会社かえるメディカル
ｂｅ２０６
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防訪問看護

スギ訪問看護ステーション新金
2766590356 堺市北区
岡

長曽根町７２０番地１

介護予防訪問看護

はーとるーぷ訪問看護ステー
ション

2766590166 堺市北区

百舌鳥梅町三丁１１番地１
１タツミマンション１０３

介護予防訪問看護

リンク訪問看護ステーションな
2766590455 堺市北区
かもず

百舌鳥梅町三丁２８－１７

介護予防訪問看護

Ａｍｕｒｕ訪問看護ステーショ
2766590489 堺市北区
ン

百舌鳥陵南町２－６２６ セン
072-247-7830 072-247-7083 合同会社アムール
ターコート・ナカモズＢＬＤ
ＢＣ－２

介護予防訪問看護

地域ケアステーション八千代・
2766590182 堺市北区
訪問看護ステーション

百舌鳥本町一丁６番地１
Ｉビル２階

介護予防訪問看護

アイサポート三国ケ丘訪問看護
2766590117 堺市北区
ステーション

百舌鳥赤畑町一丁６番地１
ヴィラ三国ヶ丘Ⅱ１Ａ

072-240-3882 072-240-3883 株式会社ウェルケアサービス

介護予防訪問看護

ビーナス訪問看護ステーション 2766590059 堺市北区

東雲東町一丁６－２３
ル１階

宝永ビ

072-242-8755 072-242-8430 株式会社ビーナス

介護予防訪問看護

にのしま訪問看護ステーション 2766590372 堺市北区

東雲東町二丁１番５号
メ河善８０３号室

ジェル

介護予防訪問看護

Ａｎｓ訪問看護ステーション

2766590406 堺市北区

大豆塚町１－２４－２１
ヤル豆塚１０１号室

介護予防訪問看護

アルコ訪問看護ステーション

2766590158 堺市北区

北長尾町三丁５番３号
オ小島４０２号室

介護予防訪問看護

訪問看護ステーション
ｌ

2766590448 堺市北区

中長尾町三丁１－２６

072-260-4541 072-260-4542 株式会社Ｋｉｎｄ

介護予防訪問看護

あすなろ訪問看護ステーション 2766590042 堺市北区

東三国ヶ丘町五丁５番２号

072-240-2402 072-240-2402 医療法人仁悠会

Ｗｉｌ
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072-275-5072 072-275-5073 スギナーシングケア株式会社
第

072-253-5111 072-253-5120 日本メッシュ工業株式会社

072-200-2711 072-254-5020 ヘルスケアリンク株式会社

Ｈ．

ロイ

パラシ

072-257-2808 072-257-2811 有限会社オフィスエイド

072-259-8888 072-259-8999 合同会社２アイランド

072-269-4081 072-269-4083 株式会社ＭＹＫ

072-242-8904 072-242-8914 有限会社ケアサポート関西

ｈｅａｒｔ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防短期入所生 特別養護老人ホーム大仙もずの
2776001758 堺市堺区
活介護
音

大仙町１番２号

072-238-0088 072-238-1388 社会福祉法人みささぎ会

介護予防短期入所生 ショートステイセンターきずな
2776001188 堺市堺区
活介護
の会

八千代通１番２３号

072-222-2356 072-222-2359 特定非営利活動法人きずなの会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホームグレース堺 2770102826 堺市堺区
活介護

京町通１－２１

072-232-0007 072-232-1133 社会福祉法人宏和会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホームベルライブ 2770106199 堺市堺区
活介護

南安井町三丁１番１号

072-221-7002 072-221-7032 社会福祉法人悠人会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホーム愛らいふ
活介護

2770101547 堺市堺区

協和町三丁１２８番地１１

072-245-3711 072-245-3322 社会福祉法人堺中央共生会

介護予防短期入所生
松屋茶論
活介護

2776002558 堺市堺区

松屋大和川通一丁１３番１

072-227-8220 072-227-8240 社会福祉法人三篠会

介護予防短期入所生 特別養護老人ホームアル・ソー
2770104814 堺市堺区
活介護
レ

甲斐町西二丁１番１５号

072-222-2262 072-222-2302 社会福祉法人南の風

介護予防短期入所生 特別養護老人ホームハートピア
2770101109 堺市堺区
活介護
堺

海山町三丁１５０番地１

072-222-8080 072-222-8778 社会福祉法人堺福祉会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホーム
活介護

浜寺石津町西一丁２番７号

072-245-9640 072-245-9495 社会福祉法人風の馬

上野芝町五丁９番２０号

072-275-5188 072-275-5241 社会福祉法人マーヤ

介護予防短期入所生 朗友サロンショートスティセン
2770101976 堺市西区
活介護
ター

草部７４３番地

072-271-7611 072-271-7311 社会福祉法人おおとり福祉会

介護予防短期入所生 特別養護老人ホームパルハウス
2776300564 堺市西区
活介護
くさべ

草部１４１７番

072-275-0111 072-275-0075 社会福祉法人和風会

介護予防短期入所生 特別養護老人ホーム
活介護
里 上野芝

アリオン 2776302164 堺市西区
マーヤの

2776302172 堺市西区
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防短期入所生 短期入所生活介護事業所ウェル
2776302446 堺市西区
活介護
フォンテひのき

草部５３１

072-271-0048 072-271-0082 社会福祉法人あすなろ会

介護予防短期入所生 特別養護老人ホームハートピア
2770101893 堺市西区
活介護
泉北

太平寺３３１番地１

072-297-9598 072-297-8838 社会福祉法人堺福祉会

介護予防短期入所生 特別養護老人ホーム
活介護
プ

2776301257 堺市西区

菱木一丁２３４３番１６

072-349-6710 072-349-6719 社会福祉法人悠人会

2770101745 堺市西区

鳳東町六丁６５９番地１

072-275-1555 072-275-1775 社会福祉法人おおとり福祉会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホームふれ愛の家 2770101240 堺市中区
活介護

土塔町２０２８番地

072-237-1979 072-235-7857 社会福祉法人東光学園

介護予防短期入所生
特別養護老人ホームクレーネ堺 2770104236 堺市中区
活介護

福田３３９番地２

072-230-5288 072-230-5289

介護予防短期入所生
ショートステイ遊陶里
活介護

福田５４１番１

072-230-5000 072-230-5077 社会福祉法人幸雪会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホームゆーとりあ 2776102242 堺市中区
活介護

見野山１６４番地

072-236-8779 072-234-8674 社会福祉法人五常会

介護予防短期入所生 特別養護老人ホームベルファミ
2770101794 堺市中区
活介護
リア

東山８４１番地１

072-234-2005 072-234-4691 社会福祉法人悠人会

介護予防短期入所生
やすらぎの園短期入所生活介護 2770102065 堺市中区
活介護

深井畑山町２５２８番地１

072-270-7000 072-270-7100 社会福祉法人稲穂会

介護予防短期入所生
やすらぎの園短期入所生活介護 2770102065 堺市中区
活介護

深井畑山町２５２８番地１

072-270-7000 072-270-7100 社会福祉法人稲穂会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホーム嘉齢荘
活介護

伏尾１９６番地

072-278-0205 072-278-0525 社会福祉法人福生会

ベルアル

介護予防短期入所生
特別養護老人ホーム朗友館
活介護

2776101913 堺市中区

2770101901 堺市中区
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社会福祉法人エージングライフ
福祉会

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防短期入所生 特別養護老人ホーム
活介護
里 鈴の宮

マーヤの

介護予防短期入所生 特別養護老人ホーム
活介護
里 鈴の宮

マーヤの

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776103588 堺市中区

毛穴町２９４番１

072-349-8166 072-349-8256 社会福祉法人マーヤ

2796100283 堺市中区

毛穴町２９４番１

072-349-8166 072-349-8256 社会福祉法人マーヤ

介護予防短期入所生 特別養護老人ホームくみのき苑
2776201184 堺市東区
活介護
しらさぎ

白鷺町三丁１８番１７号

072-287-7222 072-287-7225 社会福祉法人ラポール会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホームつるぎ荘
活介護

日置荘田中町１４３番地１

072-286-2828 072-286-6868 社会福祉法人そうび会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホームハーモニー 2770101653 堺市東区
活介護

南野田３３番地

072-239-0011 072-239-0156 社会福祉法人野田福祉会

介護予防短期入所生 くみのき苑ゆらら短期入所生活
2776200426 堺市東区
活介護
介護

南野田４５４－２

072-289-1100 072-289-1101 社会福祉法人ラポール会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホーム・おおみの 2770102800 堺市東区
活介護

西野４２番地

072-230-0700 072-230-0800 社会福祉法人いずみ会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホーム・おおみの 2770102800 堺市東区
活介護

西野４２番地

072-230-0700 072-230-0800 社会福祉法人いずみ会

介護予防短期入所生
ショートステイ
活介護

フローレンス 2776401529 堺市南区

槇塚台三丁１番２５号

072-292-5666 072-292-4168 社会福祉法人恩徳福祉会

介護予防短期入所生 特別養護老人ホーム泉北園百寿
2770102453 堺市南区
活介護
荘

茶山台三丁２３番２号

072-296-3535 072-290-1088 社会福祉法人よしみ会

介護予防短期入所生 地域密着型特別養護老人ホーム
2776401552 堺市南区
活介護
グランドオーク百寿

茶山台３丁２２番１１

072-291-0222 072-291-0205 社会福祉法人よしみ会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホーム槇塚荘
活介護

逆瀬川１０３８番地の２

072-291-0920 072-291-9679 社会福祉法人上神谷福祉会

2770101703 堺市東区

2770101166 堺市南区
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防短期入所生
特別養護老人ホーム槇塚荘
活介護

2770101166 堺市南区

逆瀬川１０３８番地の２

072-291-0920 072-291-9679 社会福祉法人上神谷福祉会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホーム年輪
活介護

2770102313 堺市南区

御池台五丁２番２号

072-293-4800 072-298-3396 社会福祉法人朋和会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホーム美樹の園
活介護

2770102198 堺市南区

美木多上１２７７番地１

072-296-1222 072-296-7557 社会福祉法人美木多園

介護予防短期入所生
ショートステイ故郷の家
活介護

2770103014 堺市南区

檜尾３３６０番地１２

072-271-0881 072-271-5474 社会福祉法人こころの家族

介護予防短期入所生
特別養護老人ホーム美原荘
活介護

2770107304 堺市美原区 平尾５９５番１

072-362-3491 072-369-2066

社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

介護予防短期入所生 特別養護老人ホーム美原荘「す
2776600344 堺市美原区 菅生１番１
活介護
ごうの郷」

072-361-7877 072-361-7879

社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

介護予防短期入所生 短期入所者生活介護やすらぎの
2776502706 堺市北区
活介護
郷北花田

常磐町三丁１３番５号

072-258-2704 072-257-5051 社会福祉法人健徳会

介護予防短期入所生
ショートステイブレス南花田
活介護

2776501831 堺市北区

南花田町５３１番地

072-256-2802 072-256-2803 社会福祉法人宝生会

介護予防短期入所生
特別養護老人ホームあけぼの苑 2770102529 堺市北区
活介護

野遠町３４４番地１

072-257-2277 072-257-0666 社会福祉法人堺暁福祉会

介護予防短期入所生
ハピネス金岡ショートステイ
活介護

金岡町２７２５番地

072-251-0222 072-251-0830 社会福祉法人大阪福祉会

介護予防短期入所生 第二陵東館ショートステイセン
2770102263 堺市北区
活介護
ター

長曽根町１２１０番地１

072-252-6000 072-253-2941 社会福祉法人関西福祉会

介護予防短期入所生 くみのき苑ショートステイもず
2776501856 堺市北区
活介護
陵南

百舌鳥陵南町三丁２９０番地

072-277-2780 072-277-2788 社会福祉法人ラポール会

2770101950 堺市北区

238 / 264 ページ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防短期入所生 特別養護老人ホームグリーンハ
2770107619 堺市北区
活介護
ウス

百舌鳥本町三丁４３０番地２

072-255-1658 072-255-1771 社会福祉法人桜会

介護予防短期入所生 ショートステイくみのき苑北長
2776502201 堺市北区
活介護
尾

北長尾町八丁１－２５

072-255-2700 072-255-2800 社会福祉法人ラポール会

介護予防短期入所生
短期入所生活介護
活介護

2776503142 堺市北区

中長尾町一丁２番１２号

072-250-1115 072-250-1119 社会福祉法人南の風

2776004216 堺市堺区

北田出井町一丁５－５

072-228-9666 072-228-9665 社会福祉法人ラポール会

2776003572 堺市堺区

向陵中町四丁４番地２２号

072-253-1800 072-253-1802 株式会社川島コーポレーション

介護予防特定施設入
スーパー・コート堺神石
居者生活介護

2770109136 堺市堺区

神石市之町７番２８号

072-266-4850 072-266-4852 株式会社スーパー・コート

介護予防特定施設入
ラ・ナシカかみいし
居者生活介護

2776000214 堺市堺区

神石市之町１４番１３号

072-266-4800 072-266-4801 株式会社シダー

介護予防特定施設入
スーパー・コート堺神石２号館 2776000461 堺市堺区
居者生活介護

神石市之町１９番２７号

072-265-4850 072-265-4865 株式会社スーパー・コート

介護予防特定施設入 介護付き有料老人ホーム
居者生活介護
倶楽部堺

2776003598 堺市堺区

宿屋町東一丁１番４号

072-222-3487 072-222-3481 日清住宅サービス株式会社

2776004224 堺市堺区

車之町西三丁１番１０号

072-228-4182 072-228-4783 医療法人愛歯会

2776004232 堺市堺区

海山町１丁７番１号

072-247-9955 072-247-9956 株式会社ＣＬＡＮ

2770107015 堺市西区

浜寺石津町中四丁１番１５号

072-280-5901 072-244-0014 ＳＯＭＰＯケア株式会社

朱雀

介護予防特定施設入 介護付き有料老人ホーム
居者生活介護
のき苑堺北
介護予防特定施設入 有料老人ホーム
居者生活介護
堺三国ヶ丘

くみ

サニーライフ

ミヨ

介護予防特定施設入
潤いの杜さかい
居者生活介護
介護予防特定施設入 介護付き有料老人ホーム
居者生活介護
ンコート堺
介護予防特定施設入
そんぽの家
居者生活介護

堺浜寺

クラ
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防特定施設入
介護付有料老人ホーム花咲浜寺 2776302891 堺市西区
居者生活介護

浜寺石津町中一丁１番１号

072-280-0082 072-280-0083 株式会社ライク

介護予防特定施設入 介護付有料老人ホームエテルノ
2776300168 堺市西区
居者生活介護
テレサ浜寺元町

浜寺元町一丁１２０番地１

072-267-1505 072-267-1508 株式会社セルビス

介護予防特定施設入 介護付き有料老人ホームむこう
2776303246 堺市西区
居者生活介護
がおか

上野芝向ヶ丘町４丁２４－３９ 072-281-1135 072-281-1139 医療法人大泉会

介護予防特定施設入
やすらぎの園津久野
居者生活介護

2770109102 堺市西区

鶴田町１０番７号

072-260-0003 072-260-0202 社会福祉法人稲穂会

介護予防特定施設入
ベストライフ堺西
居者生活介護

2776303261 堺市西区

下田町１８－７

072-264-1613 072-264-1614 株式会社ベストライフ西日本

介護予防特定施設入
介護付き住宅みのり堺
居者生活介護

2776100170 堺市中区

新家町４８５番１

072-237-3690 072-237-3768 泉南生活協同組合

介護予防特定施設入
スーパー・コート堺白鷺
居者生活介護

2776103141 堺市中区

新家町５３１番１

072-236-4850 072-236-4870 株式会社スーパー・コート

介護予防特定施設入 介護付有料老人ホームシャロー
2776103455 堺市中区
居者生活介護
ム晴れる家１号館

土塔町２０４４番６０

072-234-8011 072-234-8815 シャローム株式会社

介護予防特定施設入
ケアハウスゆーとりあ
居者生活介護

2776100196 堺市中区

見野山１６２番地

072-236-9946 072-234-8674 社会福祉法人五常会

介護予防特定施設入 介護付き有料老人ホームシャ
居者生活介護
ローム晴れる家２号館

2776103489 堺市中区

平井５３３番１

072-270-8800 072-270-2200 シャローム株式会社

介護予防特定施設入 有料老人ホームフロイデンハイ
2770102396 堺市中区
居者生活介護
ム

伏尾２３０番地

072-278-8850 072-278-7973 社会福祉法人福生会

介護予防特定施設入
養護老人ホーム福生園
居者生活介護

伏尾１９６番地

072-278-0205 072-278-0525 社会福祉法人福生会

2776100105 堺市中区
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防特定施設入 介護付有料老人ホーム
居者生活介護
ころ小阪西

たなご

介護予防特定施設入 介護付有料老人ホーム
居者生活介護
ころ毛穴

たなご

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776103216 堺市中区

小阪西町５－１４

072-242-8955 072-242-8956 株式会社ダイフク

2776103208 堺市中区

毛穴町１７４－１

072-260-7556 072-260-7557 株式会社ダイフク

介護予防特定施設入
ロングライフ上野芝
居者生活介護

2776100436 堺市中区

深井中町８９７番地１

072-276-3801 072-276-1135 日本ロングライフ株式会社

介護予防特定施設入
エイジ・ガーデン日置荘
居者生活介護

2776201465 堺市東区

日置荘西町三丁２９番３号

072-286-7773 072-286-0200 株式会社エイジケア

介護予防特定施設入
そんぽの家
居者生活介護

2770108344 堺市東区

南野田５４８番地の１

072-230-0622 072-230-0623 ＳＯＭＰＯケア株式会社

2776201515 堺市東区

南野田３３０－１

072-237-2277 072-237-2278 社会福祉法人ラポール会

2770107569 堺市南区

竹城台三丁２２番４号

072-291-7740 072-291-7742 ＳＯＭＰＯケア株式会社

介護予防特定施設入
特定有料老人ホーム清和苑
居者生活介護

2770102347 堺市南区

御池台五丁２番６号

072-294-8888 072-294-3900 社会福祉法人さつき会

介護予防特定施設入
ケアハウス
居者生活介護

2776400208 堺市南区

檜尾３３６０番地１０

072-272-8338 072-272-8337 社会福祉法人シャローム

三木閉５７番地

072-290-0250 072-290-0252 社会福祉法人美和会

狭山

介護予防特定施設入 介護付き有料老人ホーム
居者生活介護
ハウスゆらら
介護予防特定施設入
そんぽの家
居者生活介護

泉北

エコ

セットンの家

介護予防特定施設入 特定施設入居者生活介護事業所
2776401693 堺市南区
居者生活介護
美和

介護予防特定施設入 軽費老人ホーム（ケアハウス）
2770108914 堺市美原区 平尾２１９６番地
居者生活介護
和風荘

072-361-6093 072-369-2108

介護予防特定施設入 介護付有料老人ホーム花りぼん
2776503092 堺市北区
居者生活介護
堺北花田

072-240-0911 072-240-0912 ライジングサン株式会社

新堀町一丁７６番地１
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社会福祉法人大阪府社会福祉事
業団

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防特定施設入 グッドタイム
居者生活介護
もず

リビング

なか

事業所TEL

事業所FAX

法人名

金岡町１４２３－７７

072-240-3400 072-240-3433 グッドタイムリビング株式会社

介護予防特定施設入 メディカルホームまどか中百舌
2770106926 堺市北区
居者生活介護
鳥

百舌鳥梅町三丁５７番２１号

072-240-5180 072-240-5181 株式会社ベネッセスタイルケア

介護予防特定施設入
ライフハーモニー堺なかもず
居者生活介護

2776502771 堺市北区

百舌鳥梅町一丁３番地６

072-268-5200 072-268-5201

介護予防特定施設入
スーパー・コート堺
居者生活介護

2770108609 堺市北区

百舌鳥赤畑町四丁３４１番地の
072-258-4850 072-258-4852 株式会社スーパー・コート
１

2776503274 堺市北区

北長尾町八丁１－２５

072-255-2700 072-255-2800 社会福祉法人ラポール会

2770109011 堺市北区

南長尾町一丁３番１３号

072-256-2277 072-256-2233 社会福祉法人ラポール会

介護予防特定施設入 介護付有料老人ホームフェリー
2776500551 堺市北区
居者生活介護
チェ三国ヶ丘

東三国ヶ丘町四丁１番２８号

072-259-5010 072-259-5030 株式会社アンダンテ

介護予防福祉用具貸
泉介護支援センター
与

香ヶ丘町二丁６番３号

072-229-8810 072-229-9854 ＭＭＲ泉株式会社

介護予防特定施設入 介護付き有料老人ホーム
居者生活介護
のき苑北長尾

くみ

介護予防特定施設入 有料老人ホームエコハウス三
居者生活介護
国ヶ丘

2776502763 堺市北区

事業所所在地（町番地）

介護予防福祉用具貸
介護ショップＦＵＲＡ
与

2776003507 堺市堺区

介護予防福祉用具貸
有限会社南大阪リビング
与

堺支店 2776004083 堺市堺区

2770102479 堺市堺区

株式会社ケア・ライフハーモ
ニー堺

北三国ヶ丘町１－１－３７
ファイブコート北三国ヶ丘１０ 072-228-0140 072-228-0142 ＦＵＲＡ株式会社
３
南三国ヶ丘町二丁１番１３号

072-223-9755 072-223-5155 有限会社南大阪リビング

介護予防福祉用具貸 指定居宅レンタルサービスケア
2770101851 堺市堺区
与
プラス

向陵中町六丁６番１号

072-276-4800 072-258-0004 照恵商事株式会社

介護予防福祉用具貸
堺北介護福祉総合企画
与

向陵東町三丁８番４６号
トビル３階

2770104905 堺市堺区
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カズ

072-250-5300 072-250-5320 株式会社ディグリス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

介護予防福祉用具貸
福祉用具そらまめ
与

2776003259 堺市堺区

向陵東町三丁６－３２
ワール中百舌鳥１Ｂ

介護予防福祉用具貸
ふくる介護相談所
与

2776002954 堺市堺区

向陵西町１－３－５
ハイツ１０５号

介護予防福祉用具貸
福祉用具しあわせ苑
与

2776002988 堺市堺区

榎元町二丁２番１５号
ンス幸裳苑１０１

介護予防福祉用具貸
りんくの福祉用具相談
与

2776004000 堺市堺区

中瓦町１－４－２８

介護予防福祉用具貸
タクトライフサポート
与

2776003408 堺市堺区

新町１番２０号

サンロ

ドリーム

レジデ

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-350-4593 072-350-2365 株式会社シェアー

072-228-5602 072-228-5603 合同会社ふくる

072-229-2662 072-242-6699 株式会社幸裳苑なかを

072-290-7372 072-290-7374 合同会社ＬＩＮＫＬＩＮＥ

リノ堺東３階 072-275-8488 072-275-7231 株式会社匠都

介護予防福祉用具貸 株式会社ゴトウ・アズ・プラン
2770107577 堺市堺区
与
ニング堺店

緑ヶ丘南町二丁２番２０号

0120-810-510 0120-075-103

介護予防福祉用具貸 パナソニックエイジフリー
与
ショップ堺

2776000545 堺市堺区

旭ヶ丘北町二丁２番５号

072-241-5011 072-241-5066 リース工業株式会社

介護予防福祉用具貸
七福神福祉用具事業所
与

2776004091 堺市堺区

石津町三丁１番１号

072-245-2560 072-245-2561 合同会社ドリーム＆エボォルブ

介護予防福祉用具貸
ナンバーワン
与

2776000438 堺市堺区

築港八幡町１番６３

072-226-5885 072-226-5884

介護予防福祉用具貸
株式会社アスティ
与

2776002517 堺市堺区

三宝町四丁２３４番地３

072-242-7000 072-242-7001 株式会社アスティ

介護予防福祉用具貸 福祉用具レンタル・販売なでし
2776001170 堺市堺区
与
こ

緑町二丁１２４番地２
化西棟１０７号

072-227-7080 072-227-7080 合資会社リフォーム優装

介護予防福祉用具貸 ひまわり訪問介護サービス・福
2770103790 堺市堺区
与
祉用具貸与事業所

北旅籠町西一丁１番２４号
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尾﨑文

072-224-2442 072-224-2448

株式会社ゴトウ・アズ・プラン
ニング

株式会社ヒガシトゥエンティワ
ン

有限会社ひまわり訪問介護サー
ビス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防福祉用具貸
リ・ライフクレック
与

2776000206 堺市堺区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

材木町東二丁２番２４号

072-204-9009 072-232-2437 有限会社米山工務店

介護予防福祉用具貸 ダスキンヘルスレント堺ステー
2770103998 堺市堺区
与
ション

熊野町西三丁１番１号

072-227-0797 072-227-2956 株式会社ウエダ

介護予防福祉用具貸
敬愛福祉用具
与

2776003002 堺市堺区

熊野町西二丁１－１５

072-247-8311 072-269-4173 株式会社橋善

介護予防福祉用具貸
株式会社新生社
与

2776003697 堺市堺区

戎之町西一丁１番３０号
均総合ビル内

介護予防福祉用具貸 阪南倉庫㈱ヘルスケア事業部ゼ
2770101455 堺市堺区
与
ロワンネーブルハウス

甲斐町西三丁３番１１号

072-221-2000 072-221-4011 阪南倉庫株式会社

介護予防福祉用具貸
株式会社ヤマモト介護事業部
与

2770107098 堺市堺区

市之町東四丁１番３０号

072-232-1529 072-238-3186 株式会社ヤマモト

介護予防福祉用具貸
フィールド事業所
与

2776004109 堺市堺区

市之町東五丁２－１２－４０２ 090-6327-8491

介護予防福祉用具貸
いちご福祉用具貸与・販売
与

2770108187 堺市堺区

大町西３－３－１０
２０１

介護予防福祉用具貸
ケアショップあすなろ
与

2770106538 堺市堺区

大浜北町三丁４番２－１００１
072-222-1026 072-222-1016 有限会社あすなろ
号

介護予防福祉用具貸
ひかるケアサービス堺店
与

2776004067 堺市堺区

大浜南町三丁１番１３号
南町市街地住宅１階

加藤

大町ビル

介護予防福祉用具貸 介護へルパーステーションほほ
2770105852 堺市堺区
与
えみ

海山町四丁１６５－１
０２号

介護予防福祉用具貸
幸和ライフゼーション
与

海山町三丁１５９番地１

大浜

堺

2776004208 堺市堺区
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ルネ１

072-221-0001 072-221-0073 株式会社新生社

株式会社Ｌｏｎｇ

Ｓｔａｒ

072-247-7876 072-276-4637 いちごケア有限会社

072-247-8732 072-247-8733 株式会社ひかるケアサービス

072-226-7660 072-226-7661 有限会社ほほえみ

072-260-4477 072-260-4487 株式会社幸和ライフゼーション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防福祉用具貸 指定居宅レンタルサービスケア
2770100994 堺市西区
与
ライフ

浜寺石津町西二丁１番６号

072-241-8171 072-241-8139

介護予防福祉用具貸
ペガサス在宅サービスセンター 2776302339 堺市西区
与

浜寺石津町西一丁２番７号

072-265-9222 072-265-9222 社会福祉法人風の馬

介護予防福祉用具貸
福祉用具デイジー
与

2776303030 堺市西区

浜寺石津町西二丁６番１７

072-246-9790 072-244-9610 株式会社ハートリンクケア

介護予防福祉用具貸
株式会社三笑堂堺支店
与

2770106371 堺市西区

浜寺船尾町東三丁３３６番地

072-261-2555 072-262-3401 株式会社三笑堂

介護予防福祉用具貸
介護支援センター船尾株式会社 2776300846 堺市西区
与

浜寺船尾町西一丁４の８

072-269-4162 072-269-4262 介護支援センター船尾株式会社

介護予防福祉用具貸
あすなろファミリー堺店
与

2770103857 堺市西区

浜寺元町四丁４９３番地５

072-268-4810 072-268-4811 有限会社フッコー

介護予防福祉用具貸
つばさ福祉用具サポート
与

2776301695 堺市西区

浜寺南町一丁１５番２２号

072-267-4636 072-267-4637 株式会社トラスト・ワン

2776303162 堺市西区

浜寺公園町三丁２０１ー１２
グラミーパーク３０１

050-8883-0214 050-8883-0215

介護予防福祉用具貸 介護福祉サービスＲｉｔｚ
与
ｅｌｆａｒｅ

Ｗ

ケアライフ・メディカルサプラ
イ株式会社

株式会社Ｒｉｔｚ
ｉａｌ

Ｉｍｐｅｒ

介護予防福祉用具貸
メディプラス福祉用具センター 2776302842 堺市西区
与

浜寺諏訪森町中二丁１８６番地
072-267-4076 072-267-4096 株式会社メディプラス
１

介護予防福祉用具貸
有限会社タイヨウビジネス
与

2770102917 堺市西区

上野芝向ヶ丘町一丁２番１８号 072-279-1939 072-279-2039 有限会社タイヨウビジネス

介護予防福祉用具貸
株式会社クリスタルホーム
与

2776302206 堺市西区

平岡町２７４番地１４

072-290-7533 072-290-7543 株式会社クリスタルホーム

介護予防福祉用具貸
介護住宅設備
与

2776301604 堺市西区

神野町一丁１９番２４号

072-289-9127 072-289-9128 介護住宅設備株式会社
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防福祉用具貸
ワノミ
与

2776302826 堺市西区

草部１７４番地６

介護予防福祉用具貸
万福
与

2776303295 堺市西区

草部２９１番地３
２０３号

介護予防福祉用具貸
すみれの家介護サービス
与

2776303170 堺市西区

山田二丁１８９－８

072-290-7541 072-290-7551 株式会社総合医療サポート

介護予防福祉用具貸
合同会社
与

2776303220 堺市西区

宮下町１０－３

080-5308-3962

介護予防福祉用具貸
川村義肢株式会社大阪南営業所 2770102172 堺市西区
与

鳳南町四丁４３４番地

072-260-0133 072-260-0134 川村義肢株式会社

介護予防福祉用具貸 ホワイトロード株式会社ホワイ
2776300887 堺市西区
与
トロード福祉用具センター

鳳南町五丁６５８－２０

072-260-5720 072-260-5721 ホワイトロード株式会社

介護予防福祉用具貸
介護ショップＫＰＧ
与

2776302651 堺市西区

鳳南町五丁６００－１

072-260-3077 072-260-3078 一般社団法人泉州メディカ

介護予防福祉用具貸
福祉用具
与

2776303139 堺市西区

鳳南町五丁６４２番地１１

072-355-6476 072-271-3712 株式会社Ｃｏｃｏｌｏ

2776303006 堺市西区

鳳西町一丁６８番地１８

072-275-7321 072-275-7863 株式会社せせらぎ

介護予防福祉用具貸
ニチイケアセンターおおとり
与

2770106983 堺市西区

鳳中町七丁２４０番地

072-268-4872 072-264-9363 株式会社ニチイ学館

介護予防福祉用具貸
福祉用具事業所ライフホープ
与

2776303121 堺市西区

鳳中町七丁５番地１２－１Ｆ

072-200-3066 072-247-8142 株式会社ライフホープ

介護予防福祉用具貸
ケアショップ堺
与

2770101927 堺市中区

新家町４６２番地の１１

072-239-3067 072-239-3085 有限会社アキウェッブ

ＭＲＫ

悠ケア

介護予防福祉用具貸
ケアサポート
与

せせらぎ
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072-274-0277 072-274-0276 株式会社ワノミーズ
シャンテⅠ

072-271-5506 072-271-5507 合同会社ふくじゅ

合同会社ＭＲＫ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防福祉用具貸 株式会社ケーエスケー
与
阪 堺

ケア大

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776103323 堺市中区

新家町３０４－３

072-230-0363 072-230-0372 株式会社ケーエスケー

2776102341 堺市中区

大野芝町３０７番２号

072-349-7400 072-349-7405

株式会社リブライフケアサポー
ト

介護予防福祉用具貸 クリエイティブワークス株式会
2776101822 堺市中区
与
社

土塔町２２０４番地６

072-230-5525 072-230-5526

クリエイティブワークス株式会
社

介護予防福祉用具貸 有限会社鹿嶋ケアメディカル福
2770104632 堺市中区
与
祉用具貸与事業所

深井水池町３１６０番地

072-277-2619 072-277-2668 有限会社鹿嶋ケアメディカル

介護予防福祉用具貸 株式会社フロンティア
与
所

2776101632 堺市中区

深井水池町３０８５－１

072-276-1723 072-276-1725 株式会社フロンティア

2776101269 堺市中区

土師町三丁８番１号

介護予防福祉用具貸
リブライフケアサポート
与

堺営業

介護予防福祉用具貸
みらい工房
与

１０２号 072-275-6420 072-275-6421 企業組合みらい工房

介護予防福祉用具貸
パーソンケア福祉用具センター 2776100402 堺市中区
与

東山９５３番地１
１Ａ

介護予防福祉用具貸
アルボケア
与

2776102770 堺市中区

東山９５３－３
階

介護予防福祉用具貸
ふたばレンタル
与

2776103596 堺市中区

平井３１４番地

介護予防福祉用具貸
フォレスト
与

2776101806 堺市中区

深阪一丁１４番５２－１０５号 072-277-5775 072-220-7369 有限会社もりの木

2776103307 堺市中区

深阪一丁６番１７号 ハイツあ
072-288-6268 072-239-0465 株式会社Ｅ．Ｔライフケア
かしあ１号館１０２号室

2776103612 堺市中区

深阪二丁１０番５１号 スプリ
072-235-5552 072-235-5553 リース工業株式会社
ングヒルズビル１０１号室

介護予防福祉用具貸
福祉用具事業所
与

グロウ

介護予防福祉用具貸 パナソニックエイジフリー
与
ショップ 泉ヶ丘
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ウィンビル

ウインビル１

072-236-1225 072-236-1332 パーソンケア株式会社

072-230-1275 072-230-1276 株式会社希望社

072-270-3345 072-270-3345

株式会社ティーエヌコーポレー
ション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防福祉用具貸
合同会社天神
与

2776103646 堺市中区

深阪六丁５５１－１２

090-6677-4200

介護予防福祉用具貸
ＮＫライフ
与

2776102119 堺市中区

堀上町１５１－４－３０２

072-276-0987 072-276-0988 株式会社ＮＫライフ

介護予防福祉用具貸
有限会社あゆみ介護センター
与

2770103899 堺市中区

八田北町３９６番地

072-281-1369 072-281-1700 有限会社あゆみ介護センター

介護予防福祉用具貸
ケアセンターまごころ
与

2776101434 堺市中区

八田北町４９８－１－３１０

072-277-7270 072-277-7271 株式会社ゆきあい

介護予防福祉用具貸
黄色いステッキ
与

2776103224 堺市中区

八田北町６１１－７

072-276-1333 072-242-7934 株式会社ケイエムシー

介護予防福祉用具貸
有限会社阪南メディカル
与

2770102115 堺市中区

深井北町３１００番地３
イスイート１０１号

介護予防福祉用具貸
朋友福祉用具
与

2776103505 堺市中区

深井中町５７９－３

072-275-7440 072-275-8158 株式会社朋友会

介護予防福祉用具貸
クローバーコーポレーション
与

2776103679 堺市中区

深井中町１９６４番地５

072-275-5289 072-275-5389

介護予防福祉用具貸
ココネス
与

2776102663 堺市中区

深井清水町３６０４－３０５

072-260-4456 072-260-4452 株式会社ココネス

介護予防福祉用具貸
福祉用具ほのか
与

2776103539 堺市中区

深井清水町３５５５

072-297-1163 072-298-0642 合同会社Ｋｏｋｏｕｓ

介護予防福祉用具貸
スマイル愛
与

2770108658 堺市東区

菩提町五丁２４６番地の５

072-286-1467 072-286-1466 有限会社ケイプラン

介護予防福祉用具貸
レントヘルス堺ステーション
与

2776201077 堺市東区

菩提町三丁３１番地５８

072-286-0051 072-286-0051 株式会社ナカムラ

ライフサポート
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２階
スカ

合同会社天神

072-278-5602 072-278-5603 有限会社阪南メディカル

合同会社クローバーコーポレー
ション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防福祉用具貸
ミューズ
与

2776201523 堺市東区

菩提町１－７－９

072-248-4672 050-3458-2449 株式会社ｍｕｓｅ

介護予防福祉用具貸
ふるさぽーと
与

2770105233 堺市東区

日置荘北町二丁２１番３６号

072-288-1900 072-288-1901 株式会社ふるさぽーと

介護予防福祉用具貸
スノーフレーク
与

2776200764 堺市東区

日置荘北町一丁３７－４

072-286-9765 072-289-6245 ベレザ合同会社

介護予防福祉用具貸
ウェルアシスト
与

2776201309 堺市東区

日置荘北町一丁２６－１５

072-247-5905 072-247-5906 株式会社ウェルケア

介護予防福祉用具貸
ファインツール
与

2776201572 堺市東区

日置荘西町七丁１３番９号

072-349-7125 072-349-8854

介護予防福祉用具貸
アシストケアショップ
与

2776200954 堺市東区

野尻町１９２番１７

072-288-3150 072-288-3151 アシストケア株式会社

介護予防福祉用具貸 らぶ・いきいき福祉用具レンタ
2770106124 堺市東区
与
ルサービス

高松２１番地１８

072-239-6190 072-239-6190 有限会社ｅ－Ｌｉｆｅ

介護予防福祉用具貸 介護ショップヘルシーライフ南
2776201127 堺市東区
与
大阪支店

北野田１２８－１

介護予防福祉用具貸
心レンタルサービス
与

2776201390 堺市東区

北野田６１７番地９
ビル

介護予防福祉用具貸
Ｕ福祉用具サービス
与

2776201598 堺市東区

西野３９６番地２ サンライズ
072-239-5155 072-239-5155 株式会社ＵＮＩＴＥＤ
マンション３０３号室

介護予防福祉用具貸
リレイション
与

2776201531 堺市東区

大美野１６２番地１０５号

072-248-4363 050-3451-3078 合同会社ｒｅｌａｔｉｏｎ

中茶屋１番地の３８

072-236-3933 072-349-3021

介護予防福祉用具貸 ケア・サポート・サービス南大
2770107759 堺市東区
与
阪
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７Ｐｉｌｌａｒ
式会社

Ｃｒａｆｔ株

１－Ｂ号室 072-294-6818 072-294-6819 有限会社プログレス
ロハル

072-239-7770 072-239-7771 株式会社ロハル

有限会社ケア・サポート・サー
ビス南大阪

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防福祉用具貸
クレストケア
与

2776401636 堺市南区

和田東７３０番地６

072-293-6517 072-293-6518 有限会社心

介護予防福祉用具貸
笑顔工房
与

2776400653 堺市南区

竹城台二丁６－５
丘１０２号

072-293-7007 072-293-7007 白川合同会社

介護予防福祉用具貸
ケアセンターはるか
与

2770100853 堺市南区

槇塚台三丁１番２３号

072-293-4195 072-293-4199 株式会社愛のケア工房はるか

介護予防福祉用具貸
リノテック
与

2776401958 堺市南区

原山台５丁５－５

072-290-0001 072-290-0002 株式会社リノテック

介護予防福祉用具貸
ハートフルサンク
与

2770101570 堺市南区

桃山台三丁１番３号

072-298-2871 072-295-8802 株式会社ハートフルサンク

介護予防福祉用具貸 株式会社ニシケンホームセン
与
ター

2776400224 堺市南区

桃山台二丁３番４号

072-298-2340 072-298-2318

介護予防福祉用具貸
あしすとれんたる
与

2776401503 堺市南区

新檜尾台三丁６番９号

072-295-0800 072-295-0801 株式会社アシスト

介護予防福祉用具貸 ハウジング工房エムツー株式会
2776400273 堺市南区
与
社

和田４８６

072-296-3434 072-296-3436

介護予防福祉用具貸
デ・アルコ大阪
与

2776400398 堺市南区

稲葉一丁３１１６番地５

072-260-1108 072-260-5548 デ・アルコ有限会社

介護予防福祉用具貸
ハクイ総合サービス有限会社
与

2770108708 堺市美原区 丹上３３８番地１

072-362-6744 072-362-6744 ハクイ総合サービス有限会社

介護予防福祉用具貸 福祉用具サービス
与
ＩＮ

2776600484 堺市美原区 多治井１１６番地１１

072-267-4295 072-267-4296 合同会社ヤマシタ

2776600609 堺市美原区 多治井１５７－３５

070-4553-8315

ＳＨＯＷＪ

介護予防福祉用具貸
よつば福祉用具サービス
与
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メゾン泉ヶ

株式会社ニシケンホームセン
ター

ハウジング工房エムツー株式会
社

よつば合同会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防福祉用具貸 有限会社ケアサービスエス・
与
ビー二十一

2770107270 堺市美原区 小平尾２１１－１

072-369-5088 072-369-5089

有限会社ケアサービスエス・
ビー二十一

介護予防福祉用具貸
エムケアサポート
与

2776600369 堺市美原区 平尾２４４７－１

072-363-8883 072-363-8884 株式会社エムズ

介護予防福祉用具貸 有限会社ニコニコドラッグ介護
2770107262 堺市美原区 北余部４５番地２１
与
事業部

072-363-1660 072-363-1660 有限会社ニコニコドラッグ

介護予防福祉用具貸 有限会社ソウシン福祉用具貸与
2770107296 堺市美原区 今井７７番地４
与
事業所

072-363-0082 072-363-0092 有限会社ソウシン

介護予防福祉用具貸
ウィズユー
与

2776502235 堺市北区

船堂町二丁１０番

072-257-5660 072-257-5661 合同会社わかち

介護予防福祉用具貸
ケアふらっと
与

2776503068 堺市北区

船堂町二丁２３番６号
レスホーム弐１０２号

介護予防福祉用具貸
モリサキ家具株式会社
与

2770103691 堺市北区

東浅香山町二丁３３５番地

072-251-4306 072-251-4855 モリサキ家具株式会社

介護予防福祉用具貸
やすらぎの介護シャローム
与

2776503191 堺市北区

東浅香山町一丁１９－９
Ｓビル１Ｆ

072-257-6060 072-246-0809 シャローム株式会社

介護予防福祉用具貸
はうすあがぺぇ
与

2776501666 堺市北区

南花田町８１番地１ ウッズ
アーバンビル２０５号室

072-247-8783 072-247-8784

介護予防福祉用具貸
バンビ福祉用具サービス
与

2776502862 堺市北区

野遠町１１０－１０
１８号室

072-355-8636 072-249-7499 合同会社Ｑ＆Ｃ

ＭＴク

Ｋ＆

松南荘２

072-275-5233 072-275-5234 合同会社グラブ

アガペー訪問介護センター株式
会社

介護予防福祉用具貸
アップライフ介護用品新金岡店 2776501047 堺市北区
与

新金岡町五丁４－１０３

072-242-8631 072-242-8632 株式会社リンクアップ

介護予防福祉用具貸
株式会社愛安住
与

金岡町１９８８
Ⅱ号館１０１号

072-253-0701 072-253-0880 株式会社愛安住

堺営業所

2776502599 堺市北区
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寿マンション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

介護予防福祉用具貸
１つの魔法
与

2776502631 堺市北区

金岡町７０７番地

072-220-0444 072-220-2267 株式会社モネ

介護予防福祉用具貸
株式会社ヤマシタ堺営業所
与

2776503316 堺市北区

金岡町３００１番地３

072-240-1721 072-240-1723 株式会社ヤマシタ

介護予防福祉用具貸 株式会社大阪メディカル介護セ
2776500064 堺市北区
与
ンター

黒土町３００２番地１１

072-240-0710 072-240-0877

株式会社大阪メディカル介護セ
ンター

介護予防福祉用具貸
ユーエイチ介護サービス
与

2776503167 堺市北区

黒土町２３６７番地

072-258-0080

ユーエイチサービス有限会社

2776503225 堺市北区

黒土町３０００－３

072-240-0070 072-240-0071 フランスベッド株式会社

介護予防福祉用具貸
株式会社ヤエス大阪営業所
与

2770105324 堺市北区

長曽根町１２１２番３

072-257-9915 072-257-9921 株式会社ヤエス

介護予防福祉用具貸
ケア２１堺北
与

2776502896 堺市北区

百舌鳥梅町三丁１１－１

072-246-0121 072-246-2121 株式会社ケア２１

介護予防福祉用具貸
株式会社リンク
与

2776500973 堺市北区

百舌鳥西之町二丁５９７番地の
072-257-8730 072-257-8731 株式会社リンク
２

介護予防福祉用具貸
ハートビート
与

2776501443 堺市北区

百舌鳥西之町一丁２７－２０１ 072-240-1911 072-240-1912 株式会社ハートビート

介護予防福祉用具貸 愛まごころ介護サポートセン
与
ター

2776501732 堺市北区

百舌鳥西之町一丁６６番地１０ 072-275-5972 072-275-5982 株式会社ＪＶＳ音工

介護予防福祉用具貸
株式会社トーカイ堺営業所
与

2770104939 堺市北区

百舌鳥陵南町三丁２６番１

介護予防福祉用具貸
ＮＩＣＯ
与

2776502292 堺市北区

百舌鳥陵南町二丁７００－１０
072-270-2423 072-270-2424 株式会社ＮＩＣＯＬＩＮＥ
１

介護予防福祉用具貸 フランスベッド株式会社
与
ディカル堺営業所

ＬＩＮＥ

メ
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072-276-5595 072-276-3465 株式会社トーカイ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

介護予防福祉用具貸
レンタルケア
与

ナオビッグ

2776502425 堺市北区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

百舌鳥赤畑町四丁３３０番地１ 072-258-7888 072-258-6200 株式会社ナオビッグ

介護予防福祉用具貸 ケアアンドメディカル介護サー
2776502946 堺市北区
与
ビス

百舌鳥赤畑町１－３７－１０－
072-253-6455 072-344-5898 ケアアンドメディカル株式会社
５Ｆ

介護予防福祉用具貸
ビーナス福祉用具サポート
与

東雲東町一丁６－２３
ル１階

2776503118 堺市北区

宝永ビ

072-276-4421 072-242-8430 株式会社ビーナス

介護予防福祉用具貸
うるおい福祉用具貸与センター 2776502672 堺市北区
与

南長尾町一丁２番３１号

072-251-7110 072-251-7107 株式会社コミュニティ・ライフ

介護予防福祉用具貸
アドヴァン福祉用具センター
与

2776502268 堺市北区

東三国ヶ丘町五丁５番２号

072-260-4646 072-260-4648 株式会社アドヴァン

特定介護予防福祉用
泉介護支援センター
具販売

2776003507 堺市堺区

香ヶ丘町二丁６番３号

072-229-8810 072-229-9854 ＭＭＲ泉株式会社

特定介護予防福祉用
介護ショップＦＵＲＡ
具販売
特定介護予防福祉用
有限会社南大阪リビング
具販売

堺支店 2776004083 堺市堺区

2770102479 堺市堺区

北三国ヶ丘町１－１－３７
ファイブコート北三国ヶ丘１０ 072-228-0140 072-228-0142 ＦＵＲＡ株式会社
３
南三国ヶ丘町二丁１番１３号

072-223-9755 072-223-5155 有限会社南大阪リビング

特定介護予防福祉用 指定居宅レンタルサービスケア
2770101851 堺市堺区
具販売
プラス

向陵中町六丁６番１号

072-276-4800 072-258-0004 照恵商事株式会社

特定介護予防福祉用
堺北介護福祉総合企画
具販売

2770104905 堺市堺区

向陵東町三丁８番４６号
トビル３階

特定介護予防福祉用
福祉用具そらまめ
具販売

2776003259 堺市堺区

向陵東町三丁６－３２
ワール中百舌鳥１Ｂ

特定介護予防福祉用
ふくる介護相談所
具販売

2776002954 堺市堺区

向陵西町１－３－５
ハイツ１０５号
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カズ

サンロ

ドリーム

072-250-5300 072-250-5320 株式会社ディグリス

072-350-4593 072-350-2365 株式会社シェアー

072-228-5602 072-228-5603 合同会社ふくる

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

特定介護予防福祉用
りんくの福祉用具相談
具販売

2776004000 堺市堺区

中瓦町１－４－２８

特定介護予防福祉用
タクトライフサポート
具販売

2776003408 堺市堺区

新町１番２０号

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-290-7372 072-290-7374 合同会社ＬＩＮＫＬＩＮＥ

リノ堺東３階 072-275-8488 072-275-7231 株式会社匠都

特定介護予防福祉用 株式会社ゴトウ・アズ・プラン
2770107577 堺市堺区
具販売
ニング堺店

緑ヶ丘南町二丁２番２０号

0120-810-510 0120-075-103

特定介護予防福祉用 パナソニックエイジフリー
具販売
ショップ堺

2776000545 堺市堺区

旭ヶ丘北町二丁２番５号

072-241-5011 072-241-5066 リース工業株式会社

特定介護予防福祉用
七福神福祉用具事業所
具販売

2776004091 堺市堺区

石津町三丁１番１号

072-245-2560 072-245-2561 合同会社ドリーム＆エボォルブ

特定介護予防福祉用
ナンバーワン
具販売

2776000438 堺市堺区

築港八幡町１番６３

072-226-5885 072-226-5884

特定介護予防福祉用
株式会社アスティ
具販売

2776002517 堺市堺区

三宝町四丁２３４番地３

072-242-7000 072-242-7001 株式会社アスティ

特定介護予防福祉用 福祉用具レンタル・販売なでし
2776001170 堺市堺区
具販売
こ

緑町二丁１２４番地２
化西棟１０７号

072-227-7080 072-227-7080 合資会社リフォーム優装

特定介護予防福祉用 ひまわり訪問介護サービス・福
2770103790 堺市堺区
具販売
祉用具貸与事業所

北旅籠町西一丁１番２４号

072-224-2442 072-224-2448

特定介護予防福祉用
リ・ライフクレック
具販売

材木町東二丁２番２４号

072-204-9009 072-232-2437 有限会社米山工務店

特定介護予防福祉用 ダスキンヘルスレント堺ステー
2770103998 堺市堺区
具販売
ション

熊野町西三丁１番１号

072-227-0797 072-227-2956 株式会社ウエダ

特定介護予防福祉用
敬愛福祉用具
具販売

熊野町西二丁１－１５

072-247-8311 072-269-4173 株式会社橋善

2776000206 堺市堺区

2776003002 堺市堺区
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尾﨑文

株式会社ゴトウ・アズ・プラン
ニング

株式会社ヒガシトゥエンティワ
ン

有限会社ひまわり訪問介護サー
ビス

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

特定介護予防福祉用
株式会社新生社
具販売

事業所所在地（町番地）
加藤

事業所TEL

事業所FAX

法人名

2776003697 堺市堺区

戎之町西一丁１番３０号
均総合ビル内

特定介護予防福祉用 阪南倉庫㈱ヘルスケア事業部ゼ
2770101455 堺市堺区
具販売
ロワンネーブルハウス

甲斐町西三丁３番１１号

072-221-2000 072-221-4011 阪南倉庫株式会社

特定介護予防福祉用
株式会社ヤマモト介護事業部
具販売

2770107098 堺市堺区

市之町東四丁１番３０号

072-232-1529 072-238-3186 株式会社ヤマモト

特定介護予防福祉用
フィールド事業所
具販売

2776004109 堺市堺区

市之町東五丁２－１２－４０２ 090-6327-8491

特定介護予防福祉用
アトミックケアサービス
具販売

2776001956 堺市堺区

大町東一丁１番２号
Ｃ ＢＬＤ ５Ｆ

ＡＴＭＩ

特定介護予防福祉用
いちご福祉用具貸与・販売
具販売

2770108187 堺市堺区

大町西３－３－１０
２０１

大町ビル

特定介護予防福祉用
ケアショップあすなろ
具販売

2770106538 堺市堺区

大浜北町三丁４番２－１００１
072-222-1026 072-222-1016 有限会社あすなろ
号

特定介護予防福祉用
ひかるケアサービス堺店
具販売

2776004067 堺市堺区

大浜南町三丁１番１３号
南町市街地住宅１階

大浜

株式会社Ｌｏｎｇ

Ｓｔａｒ

072-238-5067 072-238-1071 株式会社アトミック

072-247-7876 072-276-4637 いちごケア有限会社

072-247-8732 072-247-8733 株式会社ひかるケアサービス

特定介護予防福祉用 介護へルパーステーションほほ
2770105852 堺市堺区
具販売
えみ

海山町四丁１６５－１
０２号

特定介護予防福祉用
幸和ライフゼーション
具販売

海山町三丁１５９番地１

072-260-4477 072-260-4487 株式会社幸和ライフゼーション

特定介護予防福祉用 指定居宅レンタルサービスケア
2770100994 堺市西区
具販売
ライフ

浜寺石津町西二丁１番６号

072-241-8171 072-241-8139

特定介護予防福祉用
ペガサス在宅サービスセンター 2776302339 堺市西区
具販売

浜寺石津町西一丁２番７号

072-265-9222 072-265-9222 社会福祉法人風の馬

堺

2776004208 堺市堺区
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ルネ１

072-221-0001 072-221-0073 株式会社新生社

072-226-7660 072-226-7661 有限会社ほほえみ

ケアライフ・メディカルサプラ
イ株式会社

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

特定介護予防福祉用
福祉用具デイジー
具販売

2776303030 堺市西区

浜寺石津町西二丁６番１７

072-246-9790 072-244-9610 株式会社ハートリンクケア

特定介護予防福祉用
株式会社三笑堂堺支店
具販売

2770106371 堺市西区

浜寺船尾町東三丁３３６番地

072-261-2555 072-262-3401 株式会社三笑堂

特定介護予防福祉用
介護支援センター船尾株式会社 2776300846 堺市西区
具販売

浜寺船尾町西一丁４の８

072-269-4162 072-269-4262 介護支援センター船尾株式会社

特定介護予防福祉用
あすなろファミリー堺店
具販売

2770103857 堺市西区

浜寺元町四丁４９３番地５

072-268-4810 072-268-4811 有限会社フッコー

特定介護予防福祉用
つばさ福祉用具サポート
具販売

2776301695 堺市西区

浜寺南町一丁１５番２２号

072-267-4636 072-267-4637 株式会社トラスト・ワン

特定介護予防福祉用
メディプラス福祉用具センター 2776302842 堺市西区
具販売

浜寺諏訪森町中二丁１８６番地
072-267-4076 072-267-4096 株式会社メディプラス
１

特定介護予防福祉用
有限会社タイヨウビジネス
具販売

2770102917 堺市西区

上野芝向ヶ丘町一丁２番１８号 072-279-1939 072-279-2039 有限会社タイヨウビジネス

特定介護予防福祉用
株式会社クリスタルホーム
具販売

2776302206 堺市西区

平岡町２７４番地１４

072-290-7533 072-290-7543 株式会社クリスタルホーム

特定介護予防福祉用
介護住宅設備
具販売

2776301604 堺市西区

神野町一丁１９番２４号

072-289-9127 072-289-9128 介護住宅設備株式会社

特定介護予防福祉用
ワノミ
具販売

2776302826 堺市西区

草部１７４番地６

072-274-0277 072-274-0276 株式会社ワノミーズ

特定介護予防福祉用
万福
具販売

2776303295 堺市西区

草部２９１番地３
２０３号

特定介護予防福祉用
すみれの家介護サービス
具販売

2776303170 堺市西区

山田二丁１８９－８
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シャンテⅠ

072-271-5506 072-271-5507 合同会社ふくじゅ

072-290-7541 072-290-7551 株式会社総合医療サポート

令和４年８月１日 現在
サービス種別名
特定介護予防福祉用
合同会社
具販売

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

ＭＲＫ

2776303220 堺市西区

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

宮下町１０－３

080-5308-3962

特定介護予防福祉用
川村義肢株式会社大阪南営業所 2770102172 堺市西区
具販売

鳳南町四丁４３４番地

072-260-0133 072-260-0134 川村義肢株式会社

特定介護予防福祉用 ホワイトロード株式会社ホワイ
2776300887 堺市西区
具販売
トロード福祉用具センター

鳳南町五丁６５８－２０

072-260-5720 072-260-5721 ホワイトロード株式会社

特定介護予防福祉用
介護ショップＫＰＧ
具販売

2776302651 堺市西区

鳳南町五丁６００－１

072-260-3077 072-260-3078 一般社団法人泉州メディカ

特定介護予防福祉用
福祉用具
具販売

2776303139 堺市西区

鳳南町五丁６４２番地１１

072-355-6476 072-271-3712 株式会社Ｃｏｃｏｌｏ

2776303006 堺市西区

鳳西町一丁６８番地１８

072-275-7321 072-275-7863 株式会社せせらぎ

特定介護予防福祉用
ニチイケアセンターおおとり
具販売

2770106983 堺市西区

鳳中町七丁２４０番地

072-268-4872 072-264-9363 株式会社ニチイ学館

特定介護予防福祉用
福祉用具事業所ライフホープ
具販売

2776303121 堺市西区

鳳中町七丁５番地１２－１Ｆ

072-200-3066 072-247-8142 株式会社ライフホープ

特定介護予防福祉用
ケアショップ堺
具販売

2770101927 堺市中区

新家町４６２番地の１１

072-239-3067 072-239-3085 有限会社アキウェッブ

2776103323 堺市中区

新家町３０４－３

072-230-0363 072-230-0372 株式会社ケーエスケー

2776102341 堺市中区

大野芝町３０７番２号

072-349-7400 072-349-7405

株式会社リブライフケアサポー
ト

特定介護予防福祉用 クリエイティブワークス株式会
2776101822 堺市中区
具販売
社

土塔町２２０４番地６

072-230-5525 072-230-5526

クリエイティブワークス株式会
社

悠ケア

特定介護予防福祉用
ケアサポート
具販売

せせらぎ

特定介護予防福祉用 株式会社ケーエスケー
具販売
阪 堺
特定介護予防福祉用
リブライフケアサポート
具販売

ケア大
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合同会社ＭＲＫ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

特定介護予防福祉用 有限会社鹿嶋ケアメディカル福
2770104632 堺市中区
具販売
祉用具貸与事業所

深井水池町３１６０番地

072-277-2619 072-277-2668 有限会社鹿嶋ケアメディカル

特定介護予防福祉用 株式会社フロンティア
具販売
所

2776101632 堺市中区

深井水池町３０８５－１

072-276-1723 072-276-1725 株式会社フロンティア

特定介護予防福祉用
有限会社大阪義肢
具販売

2776100378 堺市中区

土師町五丁２２番３６号

072-237-6797 072-237-0817 有限会社大阪義肢

特定介護予防福祉用
みらい工房
具販売

2776101269 堺市中区

土師町三丁８番１号

堺営業

１０２号 072-275-6420 072-275-6421 企業組合みらい工房

特定介護予防福祉用
パーソンケア福祉用具センター 2776100402 堺市中区
具販売

東山９５３番地１
１Ａ

特定介護予防福祉用
アルボケア
具販売

2776102770 堺市中区

東山９５３－３
階

特定介護予防福祉用
ふたばレンタル
具販売

2776103596 堺市中区

平井３１４番地

特定介護予防福祉用
フォレスト
具販売

2776101806 堺市中区

深阪一丁１４番５２－１０５号 072-277-5775 072-220-7369 有限会社もりの木

2776103307 堺市中区

深阪一丁６番１７号 ハイツあ
072-288-6268 072-239-0465 株式会社Ｅ．Ｔライフケア
かしあ１号館１０２号室

特定介護予防福祉用 パナソニックエイジフリー
具販売
ショップ 泉ヶ丘

2776103612 堺市中区

深阪二丁１０番５１号 スプリ
072-235-5552 072-235-5553 リース工業株式会社
ングヒルズビル１０１号室

特定介護予防福祉用
合同会社天神
具販売

2776103646 堺市中区

深阪六丁５５１－１２

090-6677-4200

特定介護予防福祉用
ＮＫライフ
具販売

2776102119 堺市中区

堀上町１５１－４－３０２

072-276-0987 072-276-0988 株式会社ＮＫライフ

特定介護予防福祉用
福祉用具事業所
具販売

グロウ
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ウィンビル

ウインビル１

072-236-1225 072-236-1332 パーソンケア株式会社

072-230-1275 072-230-1276 株式会社希望社

072-270-3345 072-270-3345

株式会社ティーエヌコーポレー
ション

合同会社天神

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

特定介護予防福祉用
有限会社あゆみ介護センター
具販売

2770103899 堺市中区

八田北町３９６番地

特定介護予防福祉用
黄色いステッキ
具販売

2776103224 堺市中区

八田北町６１１－７

特定介護予防福祉用
有限会社阪南メディカル
具販売

2770102115 堺市中区

深井北町３１００番地３
イスイート１０１号

特定介護予防福祉用
朋友福祉用具
具販売

2776103505 堺市中区

深井中町５７９－３

072-275-7440 072-275-8158 株式会社朋友会

特定介護予防福祉用
クローバーコーポレーション
具販売

2776103679 堺市中区

深井中町１９６４番地５

072-275-5289 072-275-5389

特定介護予防福祉用
ココネス
具販売

2776102663 堺市中区

深井清水町３６０４－３０５

072-260-4456 072-260-4452 株式会社ココネス

特定介護予防福祉用
福祉用具ほのか
具販売

2776103539 堺市中区

深井清水町３５５５

072-297-1163 072-298-0642 合同会社Ｋｏｋｏｕｓ

特定介護予防福祉用
スマイル愛
具販売

2770108658 堺市東区

菩提町五丁２４６番地の５

072-286-1467 072-286-1466 有限会社ケイプラン

特定介護予防福祉用
レントヘルス堺ステーション
具販売

2776201077 堺市東区

菩提町三丁３１番地５８

072-286-0051 072-286-0051 株式会社ナカムラ

特定介護予防福祉用
ミューズ
具販売

2776201523 堺市東区

菩提町１－７－９

072-248-4672 050-3458-2449 株式会社ｍｕｓｅ

特定介護予防福祉用
ふるさぽーと
具販売

2770105233 堺市東区

日置荘北町二丁２１番３６号

072-288-1900 072-288-1901 株式会社ふるさぽーと

特定介護予防福祉用
スノーフレーク
具販売

2776200764 堺市東区

日置荘北町一丁３７－４

072-286-9765 072-289-6245 ベレザ合同会社

ライフサポート
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072-281-1369 072-281-1700 有限会社あゆみ介護センター

072-276-1333 072-242-7934 株式会社ケイエムシー

２階
スカ

072-278-5602 072-278-5603 有限会社阪南メディカル

合同会社クローバーコーポレー
ション

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

特定介護予防福祉用
ウェルアシスト
具販売

2776201309 堺市東区

日置荘北町一丁２６－１５

072-247-5905 072-247-5906 株式会社ウェルケア

特定介護予防福祉用
ファインツール
具販売

2776201572 堺市東区

日置荘西町七丁１３番９号

072-349-7125 072-349-8854

特定介護予防福祉用
アシストケアショップ
具販売

2776200954 堺市東区

野尻町１９２番１７

072-288-3150 072-288-3151 アシストケア株式会社

特定介護予防福祉用
有限会社ヤヤ建設
具販売

2770103634 堺市東区

高松５１０番地の１

072-230-6407 072-230-6408 有限会社ヤヤ建設

特定介護予防福祉用 らぶ・いきいき福祉用具レンタ
2770106124 堺市東区
具販売
ルサービス

高松２１番地１８

072-239-6190 072-239-6190 有限会社ｅ－Ｌｉｆｅ

特定介護予防福祉用 介護ショップヘルシーライフ南
2776201127 堺市東区
具販売
大阪支店

北野田１２８－１

特定介護予防福祉用
心レンタルサービス
具販売

2776201390 堺市東区

北野田６１７番地９
ビル

特定介護予防福祉用
Ｕ福祉用具サービス
具販売

2776201598 堺市東区

西野３９６番地２ サンライズ
072-239-5155 072-239-5155 株式会社ＵＮＩＴＥＤ
マンション３０３号室

特定介護予防福祉用
リレイション
具販売

2776201531 堺市東区

大美野１６２番地１０５号

072-248-4363 050-3451-3078 合同会社ｒｅｌａｔｉｏｎ

特定介護予防福祉用 ケア・サポート・サービス南大
2770107759 堺市東区
具販売
阪

中茶屋１番地の３８

072-236-3933 072-349-3021

特定介護予防福祉用
クレストケア
具販売

2776401636 堺市南区

和田東７３０番地６

072-293-6517 072-293-6518 有限会社心

特定介護予防福祉用
株式会社ナガイ本社営業所
具販売

2776400018 堺市南区

深阪南３３０番地の１１

072-235-4526 072-235-6843 株式会社ナガイ
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７Ｐｉｌｌａｒ
式会社

Ｃｒａｆｔ株

１－Ｂ号室 072-294-6818 072-294-6819 有限会社プログレス
ロハル

072-239-7770 072-239-7771 株式会社ロハル

有限会社ケア・サポート・サー
ビス南大阪

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所FAX

法人名

特定介護予防福祉用
笑顔工房
具販売

2776400653 堺市南区

竹城台二丁６－５
丘１０２号

特定介護予防福祉用
ケアセンターはるか
具販売

2770100853 堺市南区

槇塚台三丁１番２３号

072-293-4195 072-293-4199 株式会社愛のケア工房はるか

特定介護予防福祉用
リノテック
具販売

2776401958 堺市南区

原山台５丁５－５

072-290-0001 072-290-0002 株式会社リノテック

特定介護予防福祉用
千友介護サービスステーション 2770104400 堺市南区
具販売

庭代台二丁３番３号

072-297-6974 072-297-7130 有限会社サン・ベステム

特定介護予防福祉用
ハートフルサンク
具販売

2770101570 堺市南区

桃山台三丁１番３号

072-298-2871 072-295-8802 株式会社ハートフルサンク

特定介護予防福祉用 株式会社ニシケンホームセン
具販売
ター

2776400224 堺市南区

桃山台二丁３番４号

072-298-2340 072-298-2318

特定介護予防福祉用
あしすとれんたる
具販売

2776401503 堺市南区

新檜尾台三丁６番９号

072-295-0800 072-295-0801 株式会社アシスト

和田４８６

072-296-3434 072-296-3436

特定介護予防福祉用 ハウジング工房エムツー株式会
2776400273 堺市南区
具販売
社

メゾン泉ヶ

事業所TEL

072-293-7007 072-293-7007 白川合同会社

株式会社ニシケンホームセン
ター

ハウジング工房エムツー株式会
社

特定介護予防福祉用
ハクイ総合サービス有限会社
具販売

2770108708 堺市美原区 丹上３３８番地１

072-362-6744 072-362-6744 ハクイ総合サービス有限会社

特定介護予防福祉用 福祉用具サービス
具販売
ＩＮ

2776600484 堺市美原区 多治井１１６番地１１

072-267-4295 072-267-4296 合同会社ヤマシタ

特定介護予防福祉用
よつば福祉用具サービス
具販売

2776600609 堺市美原区 多治井１５７－３５

070-4553-8315

よつば合同会社

特定介護予防福祉用 有限会社ケアサービスエス・
具販売
ビー二十一

2770107270 堺市美原区 小平尾２１１－１

072-369-5088 072-369-5089

有限会社ケアサービスエス・
ビー二十一

ＳＨＯＷＪ
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令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

特定介護予防福祉用
エムケアサポート
具販売

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

2776600369 堺市美原区 平尾２４４７－１

事業所TEL

事業所FAX

法人名

072-363-8883 072-363-8884 株式会社エムズ

特定介護予防福祉用 有限会社ニコニコドラッグ介護
2770107262 堺市美原区 北余部４５番地２１
具販売
事業部

072-363-1660 072-363-1660 有限会社ニコニコドラッグ

特定介護予防福祉用 有限会社ソウシン福祉用具貸与
2770107296 堺市美原区 今井７７番地４
具販売
事業所

072-363-0082 072-363-0092 有限会社ソウシン

特定介護予防福祉用
ウィズユー
具販売

2776502235 堺市北区

船堂町二丁１０番

072-257-5660 072-257-5661 合同会社わかち

特定介護予防福祉用
ケアふらっと
具販売

2776503068 堺市北区

船堂町二丁２３番６号
レスホーム弐１０２号

特定介護予防福祉用
モリサキ家具株式会社
具販売

2770103691 堺市北区

東浅香山町二丁３３５番地

072-251-4306 072-251-4855 モリサキ家具株式会社

特定介護予防福祉用
やすらぎの介護シャローム
具販売

2776503191 堺市北区

東浅香山町一丁１９－９
Ｓビル１Ｆ

072-257-6060 072-246-0809 シャローム株式会社

特定介護予防福祉用
はうすあがぺぇ
具販売

2776501666 堺市北区

南花田町８１番地１ ウッズ
アーバンビル２０５号室

072-247-8783 072-247-8784

特定介護予防福祉用
バンビ福祉用具サービス
具販売

2776502862 堺市北区

野遠町１１０－１０
１８号室

072-355-8636 072-249-7499 合同会社Ｑ＆Ｃ

ＭＴク

Ｋ＆

松南荘２

072-275-5233 072-275-5234 合同会社グラブ

アガペー訪問介護センター株式
会社

特定介護予防福祉用
アップライフ介護用品新金岡店 2776501047 堺市北区
具販売

新金岡町五丁４－１０３

072-242-8631 072-242-8632 株式会社リンクアップ

特定介護予防福祉用
株式会社愛安住
具販売

2776502599 堺市北区

金岡町１９８８
Ⅱ号館１０１号

072-253-0701 072-253-0880 株式会社愛安住

2776502631 堺市北区

金岡町７０７番地

特定介護予防福祉用
１つの魔法
具販売

堺営業所
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寿マンション

072-220-0444 072-220-2267 株式会社モネ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所名

特定介護予防福祉用
株式会社ヤマシタ堺営業所
具販売

事業所TEL

事業所FAX

法人名

金岡町３００１番地３

072-240-1721 072-240-1723 株式会社ヤマシタ

特定介護予防福祉用 株式会社大阪メディカル介護セ
2776500064 堺市北区
具販売
ンター

黒土町３００２番地１１

072-240-0710 072-240-0877

株式会社大阪メディカル介護セ
ンター

特定介護予防福祉用
ユーエイチ介護サービス
具販売

2776503167 堺市北区

黒土町２３６７番地

072-258-0080

ユーエイチサービス有限会社

2776503225 堺市北区

黒土町３０００－３

072-240-0070 072-240-0071 フランスベッド株式会社

特定介護予防福祉用
株式会社ヤエス大阪営業所
具販売

2770105324 堺市北区

長曽根町１２１２番３

072-257-9915 072-257-9921 株式会社ヤエス

特定介護予防福祉用
ケア２１堺北
具販売

2776502896 堺市北区

百舌鳥梅町三丁１１－１

072-246-0121 072-246-2121 株式会社ケア２１

特定介護予防福祉用
株式会社リンク
具販売

2776500973 堺市北区

百舌鳥西之町二丁５９７番地の
072-257-8730 072-257-8731 株式会社リンク
２

特定介護予防福祉用
ハートビート
具販売

2776501443 堺市北区

百舌鳥西之町一丁２７－２０１ 072-240-1911 072-240-1912 株式会社ハートビート

特定介護予防福祉用 愛まごころ介護サポートセン
具販売
ター

2776501732 堺市北区

百舌鳥西之町一丁６６番地１０ 072-275-5972 072-275-5982 株式会社ＪＶＳ音工

特定介護予防福祉用
株式会社トーカイ堺営業所
具販売

2770104939 堺市北区

百舌鳥陵南町三丁２６番１

特定介護予防福祉用
ＮＩＣＯ
具販売

2776502292 堺市北区

百舌鳥陵南町二丁７００－１０
072-270-2423 072-270-2424 株式会社ＮＩＣＯＬＩＮＥ
１

2776502425 堺市北区

百舌鳥赤畑町四丁３３０番地１ 072-258-7888 072-258-6200 株式会社ナオビッグ

特定介護予防福祉用 フランスベッド株式会社
具販売
ディカル堺営業所

2776503316 堺市北区

事業所所在地（町番地）

ＬＩＮＥ

メ

特定介護予防福祉用
レンタルケア
具販売

ナオビッグ
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072-276-5595 072-276-3465 株式会社トーカイ

令和４年８月１日 現在
サービス種別名

事業所名

事業所所在
事業所番号 地（区）

事業所所在地（町番地）

事業所TEL

事業所FAX

法人名

特定介護予防福祉用 ケアアンドメディカル介護サー
2776502946 堺市北区
具販売
ビス

百舌鳥赤畑町１－３７－１０－
072-253-6455 072-344-5898 ケアアンドメディカル株式会社
５Ｆ

特定介護予防福祉用
ビーナス福祉用具サポート
具販売

東雲東町一丁６－２３
ル１階

2776503118 堺市北区

宝永ビ

072-276-4421 072-242-8430 株式会社ビーナス

特定介護予防福祉用
うるおい福祉用具貸与センター 2776502672 堺市北区
具販売

南長尾町一丁２番３１号

072-251-7110 072-251-7107 株式会社コミュニティ・ライフ

特定介護予防福祉用
アドヴァン福祉用具センター
具販売

東三国ヶ丘町五丁５番２号

072-260-4646 072-260-4648 株式会社アドヴァン

2776502268 堺市北区
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