
住所1 事業所名 住所2 電話番号
豊中市 アースサポート東豊中 夕日丘一丁目５番１５号 ６８５７－７４１１
豊中市 アイボリー・デイサービスセン 本町三丁目１番１３号 ６８４９－００４１
豊中市 アクティブライフ豊中 北緑丘二丁目８番７号 ６８５４－４４５５
豊中市 あやめデイサービス 曽根南町一丁目９番２号 ６８６３－７３２８
豊中市 ケアステーションいこい 北条町一丁目３２番２０号 ６３３５－００４０
豊中市 ジオ・デイサービスセンター 本町一丁目１１番４０号 ４８６５－８００８
豊中市 シルバーデイハウスさくら 千成町１－８－３ ６３３３－２５６６
豊中市 シルバーデイハウスやすらぎ会 本町二丁目５番２２号 ６８５８－５４５７
豊中市 シルバーデイハウスゆたか会 大黒町二丁目１３番１５号 ６３３３－７７９３
豊中市 シルバーデイハウス喜樹 箕輪２丁目１１番１１号 ６８５７－５７５７
豊中市 シルバーデイハウス寿 庄内西町五丁目１１番５号 ６３３４－０６２２

豊中市 シルバーデイハウス島田
庄内栄町三丁目１０番１３号　栄
町ハイツ

６３３４－１３０３

豊中市
チャームデイサービスセンター豊
中旭ヶ丘

旭丘１番１３号 ６８４１－９１３２

豊中市 ツクイ西緑丘 西緑丘三丁目１４番１８号 ６８５８－３２８６
豊中市 デイサービスあられ 東泉丘三丁目３番２０号 ６８４２－１１８３
豊中市 デイサービスえいらく 春日町２－４－１０ ６８５５－５６７８

豊中市
デイサービスセンター サラージュ
豊中

庄内宝町１丁目４番５号 ４８６６－５９５１

豊中市 デイサービスセンターあいわ豊 野田町２番５号 ６３３５－３２９４
豊中市 デイサービスセンターアリス千里 新千里北町一丁目１８番２号 ６１５５－００３０
豊中市 デイサービスセンターウエリスト 箕輪二丁目２番２３号 ６８４０－７８３０
豊中市 デイサービスセンターおかげさま 上野西一丁目６番１９号 ６８５３－１４７７

豊中市
デイサービスセンターきらめいと
豊中

南桜塚二丁目６番３０号カワサ
キビル１階２階

６１５２－０１２５

豊中市 デイサービスセンターさくらもち 栗ケ丘町９番地６４号 ６８４４－６６０１
豊中市 デイサービスセンターポプラ豊中 大島町一丁目３番５号 ６３３１－８０００
豊中市 デイサービスセンタールピナス豊 上野東２丁目１９番１０号 ６３９８－７３０２
豊中市 デイサービスセンター輝豊苑 上野東二丁目４－４７ ６８５５－０１１０
豊中市 デイサービスセンター春日の里 春日町三丁目１番１号１１１号 ６８４２－６６５８

豊中市
デイサービスセンター豊泉家桃
山台

上新田三丁目１０番３６号 ６８７３－６５４３

豊中市
デイサービスセンター豊泉家北
緑丘

北緑丘二丁目９番５号 ６１５２－１２３３

豊中市 デイサービスまごのて庵豊中宮 宮山町四丁目１７番１６号 ４８６５－６７６６

豊中市
デイサービスまごのて庵豊中夕
日丘

夕日丘１丁目１１番８号 ６８５７－２６６６

豊中市 デイサービスみち上野
上野東三丁目１８番１号エッディ
タウン２階

６８５７－５５５３

豊中市 デイサービスみらい 上野東一丁目３番６８号 ６８４２－６４２１
豊中市 デイサービスれあ・れあ 豊南町西四丁目１３番２２号 ６３３１－３３５０

豊中市
デイサービスロ・スカーロしばは
ら・リボーン

柴原町二丁目７番１５号 ６８４０－２２８６

豊中市 デイサービス笑楽緑地公園 西泉丘三丁目７番１号 ６８６５－１５５５
豊中市 デイサービス笑天家 春日町四丁目１７番１２号 ６８５２－１２３０

豊中市 デイサービス浜ちどり
小曽根四丁目２番１号　パーク
ハイツアイリスⅤ１階

６３３２－８０３０

豊中市 デイサービス宝町ガーデンズ 庄内宝町一丁目２番１６号 ６３３４－３１１１

豊中市 デイサービス和
千里園１－６－５ラセーヌ豊中１
０３号

６８４２－７７８６

豊中市 ニチイケアセンター豊中少路 少路一丁目４番５号 ６８５５－４０６１
豊中市 パピルス利倉 利倉東一丁目６番６８号 ６８６６－１１２４
豊中市 ビーナスクラブ上野西 上野西一丁目１１番３６号 ６１５２－５５１２
豊中市 ヒューマンライフケア豊中の湯 東豊中町五丁目２番１３１号 ４８６５－３１６１

豊中市 ヒューマンライフケア利倉
利倉西二丁目９－７カーサエク
セレント１階

６８６７－１３５７

豊中市 フラワーデイサービス 曽根南町一丁目２２番８号 ６８６６－５５０５
豊中市 ポラリスデイサービスセンター庄 庄内幸町二丁目１４番６号 ６３３５－５３３７
豊中市 マルシモデイサービス豊中亭 北桜塚４－１１－６ ４８６７－３６５７
豊中市 マルシモデイサービス豊中亭 北桜塚四丁目１１番６号 ４８６７－３６５７

豊中市 みんなの館
小曽根一丁目１０番４３号日の
出ハイツ３号館１階

６３３２－８７３９



豊中市
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ豊
中庄内店

庄内栄町三丁目４番１５号 ６３３１－７５３０

豊中市
ロココ豊中老人デイサービスセン
ター

宝山町７番８号 ６８５８－１０６１

豊中市 安寿デイサービスセンター 本町三丁目７番２３号 ６８５５－４５３３

豊中市
医療法人ひまわりひまわりデイ
サービスセンター

服部豊町一丁目１３番３号 ６８６４－８０６６

豊中市
医療法人啓明会デイサービスセ
ンター“金太郎”

三和町三丁目６番１０号 ６３３５－６９８１

豊中市
医療法人玄智会デイサービスゆ
うむ

柴原町一丁目２番１２号　ヌー
ボー柴原１階

６８４０－７１６５

豊中市
医療法人康生会平成デイサービ
スセンター豊中

原田中一丁目１６番１８号 ６８４１－３６３９

豊中市
機能訓練デイサービス「ハッカ
ク・デイ」

上野坂一丁目１０番２号 ６１５２－５２６７

豊中市
機能訓練型デイサービスヘルス
ケア庄内

庄内栄町二丁目４番６号アッ
シュモア

６３３６－５１２０

豊中市
機能訓練型デイサービスヘルス
ケア東豊中

東豊中町五丁目３０番４０－Ａ
号

６８５７－６０００

豊中市
機能訓練重視型ウラノデイハウ
ス１／２

新千里南町三丁目１番３３号
アネックス千里１０１号

６８３５－３５５２

豊中市
幸楽の里豊中北条デイサービス
センター

北条町四丁目９番５号 ６８６７－５５５０

豊中市 淳風とよなかデイサービスセン 二葉町二丁目４番５号 ６３３５－０７８５
豊中市 上野デイハウスしもつき 上野坂一丁目１３番１８号 ６８４０－７３８３

豊中市
生きがい応援型デイサービスベ
リグッズ

長興寺南四丁目５番１号　イー
グルリーチビル１０１号室

６８４２－７３３１

豊中市
茶話本舗デイサービス豊中柴原
の家

柴原町五丁目１番５号 ６１５２－４５１１

豊中市
豊寿荘デイサービスセンター「ゆ
たか」

新千里西町二丁目７番２号 ６８３１－７２２５

豊中市 豊中あいわ苑デイサービスセン 寺内一丁目１番１０号 ６８６６－２９４１

豊中市
豊中グリーンヒルデイサービスセ
ンター

緑丘三丁目３３０番地の２ ６８４５－６６６７

豊中市
豊中市立ほづみデイサービスセ
ンター

穂積一丁目９番１号 ６８６６－１１２５

豊中市
豊中市立原田老人デイサービス
センター

原田元町三丁目１３番１号 ６８４５－８４８５

豊中市
豊中市立高川老人デイサービス
センター

豊南町東一丁目１番２号 ６３３５－０６６８

豊中市
豊中市立桜井谷老人デイサービ
スセンター

桜の町三丁目１２番１０号 ６８４１－９０００

豊中市
豊中市立柴原老人デイサービス
センター

柴原町二丁目１４番１号 ６８５６－０１８１

豊中市
豊中市立庄本老人デイサービス
センター

庄本町三丁目１番１５号 ６３３６－０８４２

豊中市
豊中市立服部老人デイサービス
センター

服部本町五丁目２番８号 ４８６６－１１８０

豊中市 絆ひだまりの会清風荘の家 清風荘一丁目１１番２２号 ４８６５－３０３８
豊中市 絆ひだまりの会千里の家 刀根山三丁目９番２３号 ４８６５－９５８８

豊中市 絆ひだまりの会豊中北条の家
北条町一丁目３２番１０号　緑地
マンションＡ号室

６３３５－５９１０

池田市 エールデイサービスセンター 旭丘一丁目４番地６号 ７６０－０００１

池田市
きらりとデイサービスセンター八
王寺

八王寺一丁目７番８号 ７５２－０７２７

池田市 サニーリハトレセンター 井口堂一丁目１０番１９号 ７３４－６０６２
池田市 つくしデイサービス豊島南 豊島南一丁目１３番２号１階 ７６３－４７１２
池田市 デイサービスいしばしみなみ 石橋三丁目４番２６号 ７６３－３９８８
池田市 デイサービスうらら 城南一丁目３番２１号 ７５１－０２００
池田市 デイサービスセンターポプラ 東山町５５５番地の１ ７５４－０１０９
池田市 デイサービスセンターポプラ神田 神田一丁目１８番２４号 ７５２－８１２３
池田市 デイサービスセンターポプラ神田 神田一丁目３２番２２号 ７３５－７９１０

池田市 デイサービスみち
石橋二丁目１４番１９号　グレー
スコート１階

７６０－５５７５



池田市 デイサービスみち鉢塚
鉢塚三丁目１５番２号　メゾンさ
つき１階

７６２－８０８５

池田市 デイサービス利楽心 栄本町１番８号 ７５２－０７２７
池田市 てりは東畑デイサービスセンター 畑五丁目１番２０号 ７５０－１６８７
池田市 てりは本町デイサービスセンター 栄本町９番４号 ７５０－６１６４
池田市 ときはるデイサービスセンター 満寿美町１－１１－２０１ ７５１－３１３１
池田市 ハッピークラブデイサービス 伏尾台一丁目１１番地の１３ ７５３－９４７３

池田市
パナソニックエイジフリー池田デ
イセンター

栄町５番２号　Ｎ．グランラール
１階

７５１－７７１２

池田市
ほくせつ医療生協リハビリデイ
サービス池田

栄本町２番３号 ７５１－７１１１

池田市 ほほえみの園デイサービス 建石町８番１０号 ７５１－９４９４

池田市
まき鍼灸整骨院おおむちデイ
サービス

城南３丁目１番１５ ７５２－６６６６

池田市 リハビリ・ディサービスＳＡＴＯ 住吉１－５－２５ ７６１－６５１０

池田市
リハビリ・デイサービスＳＡＴＯみ
なみ

住吉一丁目１４番２５－１０１号 ７４１－７１３１

池田市 リハビリデイウェルネスつばさ 渋谷２丁目１番２１号 ７４３－３３１７
池田市 介護予防フィットネスリハビス呉 室町７番３号 ７５２－８１３３

池田市
古江台ホールさくらそうデイサー
ビスセンター

鉢塚一丁目２番１号１階東側 ７５１－５７００

池田市 古江台ホールデイサービスセン 古江町１８番地の２ ７５４－６５４１
池田市 樹楽団らんの家池田建石 建石町９番１１号 ７５０－０７００

池田市
巽病院通所介護事業所「天神の
家」

天神二丁目１０番１６号 ７６０－３９３５

池田市 伏尾デイサービスセンター 伏尾町１２番地１ ７５４－２９０１
豊能町 デイサービスセンターゆらら ときわ台三丁目７番地の６ ７３８－０７０１
豊能町 デイサービスセンター祥雲館 吉川１８７番地の１ ７３３－２３０１

豊能町
デイサービスセンター祥雲館あじ
さい

吉川３６番地の１ ７３３－２３０５

豊能町 デイサービス一粒の麦 光風台二丁目１９番地の３ ７３８－０８７４
豊能町 のせの里デイサービスセンター 木代３３５番地 ７３９－２２４０

豊能町
フリーステーションデイサービス
センター

ときわ台五丁目９番３号 ７３６－１２０７

豊能町
社会福祉法人豊能町社会福祉
協議会デイサービスセンター

光風台五丁目１番地の２ ７３８－７７７２

豊能町 和楽の里 希望ヶ丘三丁目５番２ ７４３－７１４７
能勢町 ハイジの家 野間出野５８番地 ７３５－２７７７

能勢町
青山荘在宅サービス供給ステー
ション

平野１４２番地の９ ７３１－２４１１

能勢町
能勢町立東部デイサービスセン
ター

地黄１２１１番地 ７３５－２６４１

箕面市 ＤＡＹ－ＨＯＵＳＥときわ 西小路四丁目２番２４号 ７００－８８６０
箕面市 あい・シビル 半町二丁目１２番２２号 ７２０－５２２７
箕面市 あかつきデイ・サービス・センター 白島三丁目１６番１号 ７２１－７０１４
箕面市 あすなろデイホーム 箕面六丁目８番４号 ７２５－４８６６
箕面市 あそびりクラブ瀬川の家 瀬川二丁目１番１１号 ７２４－３５３６
箕面市 あそびりクラブ西小路デイサービ 西小路三丁目１１番６号 ７３４－７７５７
箕面市 デイサービスセンター　はるくる 粟生間谷東１－３３－３ ７３４－７００７
箕面市 デイサービスセンターあすか箕 西宿三丁目６番１１号 ７３０－００５１
箕面市 デイサービスセンターアリス箕面 稲五丁目２番４０号 ７２８－８０００
箕面市 デイサービスセンター箕面の郷 石丸一丁目１４番１号 ７４９－２２７７

箕面市
デイサービスロ・スカーロあおま
だに

粟生間谷西三丁目５番７号 ７４９－４１６５

箕面市 デイサービス千里苑 今宮四丁目２２番２号 ７４９－３０１１
箕面市 デイサービス涼風 桜四丁目１番３２号 ７２５－１１６５
箕面市 てんまり 箕面二丁目６番３３号 ７２３－４１６５
箕面市 ニチイケアセンター箕面 箕面六丁目６番５２号 ７２０－５０１６
箕面市 パピルス箕面 牧落二丁目７番１５号 ７２１－１１２４
箕面市 ビーナスクラブ石橋 瀬川５丁目３番２３号 ７２０－０２００
箕面市 ヒューマンライフケアみのお乃湯 坊島四丁目８番１５号 ７２０－５５２６

箕面市
ポラリスデイサービスセンター箕
面牧落

西小路三丁目５番１５号 ７２０－６７６７

箕面市 メディカル介護センター楽園 箕面六丁目１番１１号 ７２５－１５００



箕面市
メディカル介護センター楽園小野
原東

小野原東三丁目９番４０号 ７２６－０７２０

箕面市
メディカル介護センター楽園箕面
市役所前

牧落三丁目２番１３号　エステー
トあけぼの２階Ａ号

７２５－０１７７

箕面市 もみじデイサービス
牧落三丁目２番２６号　グリーン
みのおＡ棟１０３号室

７２０－５２３０

箕面市 ライブデイサービス 箕面五丁目１１番７号 ７２３－３３３９

箕面市
リハ倶楽部みのおデイサービス
介護ステーション

船場西三丁目８番１１号２０２号
室

７２７－９６８７

箕面市 紅葉の郷デイサービスセンター 稲六丁目１１番２０号 ７２６－７７００

箕面市
社会福祉法人箕面市社会福祉
協議会稲デイサービスセンター

稲一丁目１４番５号 ７２２－２６５７

箕面市
照葉の里デイサービスセンター
サルタリス

下止々呂美５６１番地 ７３９－１１８６

箕面市
西南デイサービスセンターあそび
りクラブ

瀬川三丁目２番１号　西南小学
校内

７２０－１５１５

箕面市 通所介護リンゴの木 粟生外院六丁目１番３０号 ７４９－３１５８

箕面市
特定非営利活動法人まちかどデ
イハウスいっぷく

萱野一丁目６番２０号 ７２５－２７２２

箕面市 箕面桜デイサービス 桜二丁目６番１２号 ７２４－７７００
箕面市 箕面市立光明の郷ケアセンター 粟生新家三丁目１２番５号 ７２９－５０８３
高槻市 ＮＰＯきららデイサービス 大字原１１０９番地１５ ６８８－０８９５
高槻市 アイケアライフリードワン 芥川町三丁目１２番３１号 ６８６－０８８８

高槻市 アイケアライフ芥川
芥川町三丁目１２番３３号　中日
本興産ビル３階

６９１－０１１１

高槻市 アイケアライフ清福寺 清福寺町２０番１号 ６９１－０３３１
高槻市 あすみるデイサービス高槻 玉川二丁目玉川橋団地第３棟１ ６７９－１３１１
高槻市 うえしまデイサービスセンター 上土室五丁目２０番１０号 ６９３－５９５１

高槻市
エイペックスひろの老人デイサー
ビスセンター

前島一丁目３６番１号 ６６９－５７０１

高槻市 えがおデイサービス 寿町一丁目３０番１号 ６９６－６０００

高槻市
エルケア株式会社 デイサービス
高槻２号館

城北町一丁目７番１０号 ６７４－２３２２

高槻市
エルケア株式会社デイサービス
高槻

月見町１１番１号１階 ６８２－４７８７

高槻市
コミュニケア２４癒しのデイサービ
ス高槻館

八丁西町３番１９号 ６８６－６５１０

高槻市 さつきリハビリデイサービス 大和一丁目１８番３号 ６９２－６３３３
高槻市 スキップ・リハビリデイサービス 上本町６－１ドリーム上本町１Ｆ ６７２－８８００

高槻市
たんらくリハビリデイサービスセ
ンター

野見町５番３７号 ６６１－２１７１

高槻市 ツクイ安岡寺 安岡寺町四丁目２番６号 ６８０－１５１０
高槻市 つどいの家はむろ 土室町３６番５号 ６９６－８４２０
高槻市 テイクケアたかつきデイサービス 紺屋町９番７号　大一ビル１階 ６９１－００２３
高槻市 デイサービス　リハステージ高槻 栄町１－１－７ ６９７－０６６６
高槻市 デイサービス・よもぎ 宮野町１７番１７号 ６７０－２８８０
高槻市 デイサービス１２３ 登美の里町７番５号 ６６５－４１２３
高槻市 デイサービスＮＡＮＡ 辻子二丁目７番５号 ６７６－１８８８
高槻市 デイサービスかとう 宮野町３番１２号サニープラザ ６７５－７３１１
高槻市 デイサービスセンターいこい 安岡寺町六丁目５番１６号 ６８９－５１０５
高槻市 デイサービスセンターつむぎの家 富田町五丁目１６番６号 ６９７－３６９２
高槻市 デイサービスセンターひばり 三箇牧二丁目２０番３号 ６７９－１１０５
高槻市 デイサービスセンターゆうゆうら 大冠町三丁目１３番１号 ６７３－６０５５
高槻市 デイサービスセンター共生の里 西町８番７号 ６９７－７５５７
高槻市 デイサービスセンター今城の丘 郡家本町１３番１８号 ６８１－２０２０
高槻市 デイサービスセンター出丸苑 出丸町４番６２号 ６７６－２８００
高槻市 デイサービスセンター晴耕雨読 大字原２２３５番地 ６８９－９１１２
高槻市 デイサービスセンター微笑館 春日町１番１６号 ６６２－１６００
高槻市 デイサービスセンター朋央 城南町二丁目４５番１０号 ６７０－５０５０
高槻市 デイサービスセンター和朗園 井尻二丁目３７番８号 ６６０－３６００
高槻市 デイサービスとうりゃんせ 宮之川原四丁目１９番４号 ６０１－５５３４
高槻市 デイサービスぽんぽん山 別所中の町８番２号 ６８１－８００５
高槻市 デイサービスますみ 西之川原二丁目４６番３号１階 ６６８－５００５
高槻市 デイサービス花 宮田町二丁目３６番１１号 ６９３－２２７０



高槻市 デイサービス喜楽庵 辻子一丁目７番２８号 ６４６－９４００
高槻市 デイサービス桜見庵 西真上一丁目２８番１８号 ６６８－１１８５
高槻市 デイサービス富田 富田町六丁目７番１７号 ６９３－３３７１
高槻市 デイサービス平安 日吉台三番町３番１７号 ６９８－１１２０
高槻市 デイサービス友舞 南松原町１０番１１号 ６６９－８７５７
高槻市 デイセンターとんがり帽子 大字田能小字畑子谷１５番地１ ６８０－０００２
高槻市 デイハウスひなたぼっこ 郡家新町１３番３号 ６８５－８８６０

高槻市
トップ・ケアさくらデイサービスセ
ンター

上土室一丁目５番４号 ６９３－４８０１

高槻市
トップ・ケア八丁畷デイサービス
センター

八丁畷町１９番１１号 ６８２－６５５８

高槻市 ともしび苑デイサービスセンター 安岡寺町六丁目６番１号 ６８９－２７７２
高槻市 とんだデイホーム 富田町三丁目１８番８号 ６９７－４１０１
高槻市 ハートあんどハート 明野町３５番５号 ６７４－１２１２

高槻市
ひふみ苑梶原デイサービスセン
ター

梶原１－８－５ ６８５－１３６１

高槻市 ふかざわデイサービスセンター 深沢町一丁目２７番１２号 ６７０－３０２０
高槻市 ほのかデイサービスセンター 大蔵司二丁目３番２３号 ６８７－６３００

高槻市
ポラリスデイサービスセンター宮
田町

宮田町２－１４－１１ ６９５－２５５２

高槻市 まごころ毎日サロン
如是町２８番１号　日商岩井高
槻マンション１０９号

６９４－５１７３

高槻市
ミス・ブール記念ホームデイサー
ビスセンター

松が丘一丁目２１番９号 ６８０－２２３３

高槻市 みんなのデイサービス柱本 柱本５－３０－１８ ６０１－５６９１

高槻市
リヴェスタひろのデイサービスセ
ンター

唐崎南三丁目３０番５号 ６７９－２２００

高槻市
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ高
槻店

別所本町４－２３ ６６８－４０９０

高槻市 リハビリデイサービスいきいき 春日町９－５６山本マンション１ ６６８－２３４７

高槻市
リハビリデイサービスセンターｇｅ
ｎｋｉ

天王町３番１号 ６７０－５１６６

高槻市 れんげ荘デイサービスセンター 三島江四丁目３８番７号 ６７７－５９３０
高槻市 れんげ荘栄町デイサービスセン 栄町四丁目２２番２１号 ６９２－７３１８

高槻市
愛仁会総合健康センター附属デ
イサービスセンター

幸町４番３号 ６９２－９２９１

高槻市 安岡寺けやきの家 安岡寺町四丁目７番６号 ６６９－８０９６

高槻市
医療法人啓友会なかじまデイ
サービスセンター

安岡寺町二丁目３番１号 ６８７－７５６１

高槻市
医療法人仁寿会デイサービスセ
ンター円珠の森

北柳川町２番６号 ６９７－５３００

高槻市
医療法人仁寿会リハビリデイ
サービスセンター大塚円珠の森

大塚町１丁目１２７番６号 ６７６－５８５０

高槻市
医療法人祐生会みどりヶ丘デイ
サービスセンター川西

川西町一丁目３３番１２号 ６８６－３４５１

高槻市
機能回復訓練リハビリデイサー
ビスわくわく

明野町１５番２３号 ６７１－１３４６

高槻市 共生の里・成合デイサービス 成合北の町８３７番９ ６８０－３７００
高槻市 健康会たんぽぽケアセンター 登町１８番１号 ６７６－７７２７
高槻市 高槻エルダーセンター 東五百住町二丁目４番３２号 ６９０－５１５１
高槻市 高槻けやきの郷通所介護事業所 番田一丁目６０番１号 ６６２－５８８８
高槻市 高槻デイサービス爽やかな風 西真上１丁目３６－１５ ６８６－３５１０
高槻市 高槻まごころサロン 東五百住町二丁目３２番９号 ６９６－４１９８
高槻市 高槻ライフケア協会 明田町５番７号 ６８３－４９４５

高槻市
高槻黄金の里デイサービスセン
ター

黄金の里一丁目１４番８号 ６８７－３６８１

高槻市
高槻市立阿武山老人デイサービ
スセンター

阿武野二丁目２番２号 ６９６－４８７５

高槻市
高槻市立山手老人デイサービス
センター

山手町二丁目２番２号 ６８５－２２９７

高槻市
高槻市立城東老人デイサービス
センター

城東町５番１号　高槻市立総合
保健福祉センター内

６６１－９１０６

高槻市 高槻荘郡家デイサービスセン 郡家新町４８番２１号 ６８５－４１２６
高槻市 山手町ハナミズキの家 山手町一丁目９番５号 ６６９－９５５１



高槻市 山野家デイサービスセンター 唐崎中二丁目８番８号 ６７７－８９３５

高槻市 松くらデイサービス
南芥川町１７番６号　ヒラノハイ
ツ１０３号室

６８３－８８８２

高槻市 上牧デイサービスセンター 神内二丁目２３番１号 ６８３－７７２２
高槻市 桃園デイサービス 庄所町８番３３号　十川住宅１階 ６７４－４０３０
高槻市 福寿草デイサービス 南平台一丁目１８番１２号 ６９４－４９１０
高槻市 牧田町ケアセンター 牧田町７番５６－１ ６９０－３６８０
高槻市 有限会社デイサービスなじみの 柱本六丁目２６番４号 ６７８－６３８１
高槻市 柚木デイサービスセンター 富田町五丁目１１番５号 ６９７－５１２６
高槻市 絆ひだまりの会高槻南平台の家 南平台四丁目１７番７号 ６９２－３２７０

島本町
エルケア株式会社デイサービス
みなせ

水無瀬二丁目１番６号 ９６３－４０５５

島本町 おあしすデイサービス
若山台２丁目６番若山台セン
ター内

９６１－６２１５

島本町 デイサービスセンター　種くら 高浜一丁目２７番８号 ９６２－１１８１
島本町 デイサービスりんどう 水無瀬二丁目５番１号西 ９６３－２２４４
島本町 万葉館デイサービスセンター 広瀬四丁目２５番１３号 ９６３－４７１０
島本町 弥栄の郷デイ･サービスセンター 山崎五丁目３番２５号 ９６１－０１７１
茨木市 La miyabi 美穂ケ丘 美穂ケ丘５－５サカタハイツ ６２２－２２９９

茨木市 アイ並木デイサービス
並木町２２－３イースト並木　１０
４号

６３３－９３８０

茨木市 アピスデイサービス茨木 高田町２番２３号 ６３１－１６１１
茨木市 アピストレーニングデイ茨木 高田町２番２３号 ６３１－１６３１

茨木市
けあらーず茨木指定通所介護事
業所

駅前四丁目４番２８号 ６４６－５１２３

茨木市 じんないケアセンター喜楽 中津町５番３号 ６５２－０１９４

茨木市 スリーケア真砂
真砂一丁目１３番２号エクセル
ハイムⅢ１０２号

６６４－０００１

茨木市 デイサービスエーガイヤ 中穂積二丁目１０番２３号 ６４５－７４７８
茨木市 デイサービスかなで 大池一丁目１４番３９号 ６３６－６９１５
茨木市 デイサービスくつろぎ 水尾三丁目３番３９号 ６３３－７６７５
茨木市 デイサービスさくらの杜 郡山二丁目２６番２４号 ６４１－８３１３

茨木市
デイサービスセンターいきいき工
房南茨木

天王二丁目４番１３号 ６２０－７６１４

茨木市 デイサービスセンターけいあいの 目垣三丁目１２番５号 ６３０－１５１５
茨木市 デイサービスセンタードゥライフ 東中条町１番６号 ６４５－６２１６
茨木市 デイサービスセンターゆう 寺田町５－２７ ６６８－２１００
茨木市 デイサービスセンター常清の里 清水一丁目２８番２２号 ６４１－３１５１
茨木市 デイサービスセンター静華苑 見付山一丁目１１番１号 ６２５－９８０１
茨木市 デイサービスセンター天兆園 安威二丁目１０番１１号 ６４０－３９６５
茨木市 デイサービスセンター豊川の郷 豊川四丁目３５番３１号 ６４３－０３３３

茨木市 デイサービスみのはら
耳原一丁目１７番２２号　プラン
ドール耳原１－Ｂ

６４１－０８２８

茨木市 デイサービス音翅 鮎川五丁目５－５ ６５７－１５００
茨木市 デイサービス太陽 大住町１番１号 ６２４－３１３５
茨木市 デイサービス百福 耳原三丁目８番３４号 ６４１－６８８０
茨木市 デイサービス癒す手 東奈良二丁目１７番３３号 ６６７－１１１１
茨木市 てんのうデイサービスセンター 丑寅二丁目１番６号 ６３１－１２００
茨木市 なごみケアサポート 安威二丁目１４番８号 ６４０－０７５３

茨木市 にじの家ケアセンター
沢良宜東町５番１０号　沢良宜
東第２薩摩マンション１階

６５２－３２３３

茨木市 ノッツェデイサービス宿川原 宿川原町２番１１号 ６４３－３５１４
茨木市 ヒューマンライフケア南茨木 玉櫛二丁目２２番１８号 ６３３－８２９９

茨木市 ほしみデイサービス
星見町１７番２０号　星見九番館
１階

６３０－６０５０

茨木市 ほっこり真砂 真砂二丁目９番６号 ６３３－００３５
茨木市 みしまの里デイサービス 東太田一丁目１－２－１０３ ６２５－３０１５
茨木市 みしま丘デイサービス 三島丘二丁目５番２３号 ６２５－３０１５

茨木市
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ南
茨木店

小柳町１７番２７号 ６３８－２５０５

茨木市 リハビリデイサービスコル
春日四丁目１０番１４号アレフポ
リス１階

６２４－８８７７

茨木市 リハビリランドあき 山手台七丁目２番３０号 ６４９－１１３５



茨木市
医療法人髙島整形外科ハビリス
さわらぎ

沢良宜東町１３番１４号 ６３６－５８００

茨木市
茨木市立葦原老人デイサービス
センター

新和町２１番２７号 ６３７－２７７４

茨木市
茨木市立西河原老人デイサービ
スセンター

西河原二丁目１７番４号 ６２１－１３４３

茨木市
茨木市立沢池老人デイサービス
センター

南春日丘五丁目１番８号 ６２４－２８００

茨木市
茨木市立南茨木老人デイサービ
スセンター

東奈良三丁目１６番１４号 ６３２－０１５２

茨木市
茨木特別養護老人ホームラガー
ルデイサービス

大字安威１２番地 ６４８－１５００

茨木市 株式会社ふくろう上野事業所 上野町１６番９号 ６４３－９０９２
茨木市 株式会社万里あゆデイサービス 鮎川三丁目１番５号 ６５７－０２３７
茨木市 五十鈴ケアセンター 平田二丁目１０番１７号 ６３８－４８５０
茨木市 春日丘荘デイサービスセンター 南春日丘七丁目１１番２２号 ６２５－６５１１
茨木市 庄栄エルダーデイサービスセン 庄二丁目７番３８号 ６３１－５１５１

茨木市
地域共生すまいるデイサービス
センター

新堂三丁目２番６号 ６３６－５２００

茨木市 通所リハビリはっち
並木町１８番４０号ハイツ並木１
０２号

６５５－７５０７

茨木市 通所介護事業所やまゆり苑 泉原３７番６号 ６４９－２２２２

茨木市
特定非営利活動法人ふれあい
ぽっぽ

上穂積二丁目１番１０号 ６２７－８９０３

茨木市 末広老人デイサービスセンター 末広町８番２７号 ６３４－４７７０

茨木市
老人デイサービスセンターコム
シェいばらき

玉島一丁目２８番１号 ６３２－３３５５

茨木市 老人デイサービスセンター春風 南安威二丁目１０番５号 ６４０－２６２６
吹田市 「千里の丘」デイサービスセン 千里丘中５８番１６号 ６８７５－８７３０
吹田市 ＮＰＯアリス 南清和園町４１番１９号 ６３１９－７３００

吹田市 あい・シビル江坂
江坂町一丁目６番６号江坂シビ
ル館

６３３８－３８８３

吹田市 あすなるデイサービス江坂
江坂町一丁目２番１６号　江坂
ダイヤモンドビル３階

６３１９－８８９８

吹田市 あすなるリハビリデイサービス
江坂町一丁目２番１６号江坂ダ
イヤモンドビル３階・４階

６３１９－８８９８

吹田市 あすなろⅠデイサービス 昭和町６番６号 ６３１８－１１２５

吹田市 アローラデイサービス
上山田１番１２号　アパルトマン
北千里１０１号

６８７７－８３６２

吹田市 いきいきリバイタルデイ 片山町四丁目１６番１号 ６３３９－２１２３
吹田市 いきいきリバイタルリハ 片山町四丁目１６番１１号 ６３３８－５５３４
吹田市 エバーグリーン 江坂町四丁目２０番１号 ６３６８－６００１
吹田市 オレンジハウスデイサービス 山田西一丁目１９番１３号 ６８１６－９３３８

吹田市
ケアポート大阪西吹田センターデ
イサービスひばり

出口町１７番３３号 ４８６１－３６７１

吹田市 シャロン千里デイサービスセン 古江台三丁目９番３号 ６８７２－０５０５
吹田市 ツクイ南吹田 南吹田五丁目１１番１１号 ６３１０－７６３６
吹田市 デイサービス ルナハート 新芦屋上３番２０号 ６８７７－６２８８
吹田市 デイサービス　笑来美（わらび） 片山町３丁目３３－１６ ６３８８－０８８８
吹田市 デイサービス・フレンドハウス山 山田市場１１番８号 ６８１６－７２８０
吹田市 デイサービスセンターあいかわ 南高浜町３２番１９号 ６３８１－２１１９

吹田市
デイサービスセンターきずな本舗
吹田店

昭和町６番６号　阪田ハイツ１０
１号

６３１７－０００７

吹田市
デイサービスセンターサラージュ
南吹田

南吹田一丁目１番２２号 ６３１８－１６３１

吹田市 デイサービスセンターみらい 山田北５番１３号 ６８７８－２２３３
吹田市 デイサービスセンターめいの家 五月が丘北１０６番８ ６８７７－１１００
吹田市 デイサービスたんぽぽの広場 山田東二丁目３１番５号 ６８１６－３８１０
吹田市 デイサービスとらいあんぐる 五月が丘西３番１６号 ６３８０－３１１７
吹田市 デイサービスハピネスさんあい 幸町２２番５号 ４８６０－８２２０
吹田市 デイサービスふくみみ 内本町三丁目１８番１５号 ６１７０－２９３３
吹田市 デイサービスフレンドハウス吹田 昭和町２番７号 ６３８２－５３１５

吹田市
デイサービスほっと倶楽部吹田
駅前

西の庄町６－２８ソレイユ宮前１
階

７１７１－３０４５



吹田市 デイサービスポピー 清和園町２２番４号 ６１７０－６２２１
吹田市 デイサービスゆず 岸部南２丁目３４番１４号 ６３１８－１５５０
吹田市 デイサービス安寿の杜江坂 江坂町一丁目１番１９号 ６３３７－４１２６

吹田市 デイサービス花の豊津
出口町３０番１６号入江マンショ
ンＤ棟１階

６３１０－７６０３

吹田市 デイサービス福 南金田一丁目１４番５号 ６１７０－６３１６
吹田市 デイセンターコロンブス 岸部北五丁目４３番１０号 ６８１６－７８８２
吹田市 デイハウスりぼん 山田東四丁目１５番１２－Ｂ２号 ６８７５－６６１３

吹田市 デイ上山手サン・ハウス
上山手町８番４号　ウエスト
フィールド第３マンション１０１

６３８８－８９９９

吹田市
ナイト・ケア吹田デイサービスセ
ンター

山手町三丁目２３番２３号 ６３３７－７０５０

吹田市 のせリハビリデイサービス 昭和町１７番９号 ７５０２－１７２６

吹田市
パナソニックエイジフリー青葉丘
デイセンター

青葉丘北１３番１号　メロディー
ハイム吹田青葉丘１階

６８７５－７４２６

吹田市 ヒューマンライフケアきしべ乃湯
岸部中三丁目２６番１号ファビュ
ラス中川１１１号

６３８７－５１３０

吹田市 ファミリースタッフ山田
山田西三丁目５１番６号サン
シャトー山本Ｂ－１

６３１０－１１９２

吹田市
プレーゴ緑地公園デイサービス
センター

千里山竹園一丁目２９番１号 ４８６１－３１２６

吹田市
ポラリスデイサービスセンター千
里山

千里山東４丁目２０番３－１０１
号アンフィニ千里山

６３１０－８５３８

吹田市 メルヴェイユ吹田 岸部南一丁目４番２４号 ６３１８－４１６５

吹田市 ライフライトデイサービスセンター
寿町一丁目３番１９号　サンライ
ズコーポ２－１Ａ号

４８６０－０２７１

吹田市
ライフライトデイサービスセンター
竹見台

竹見台三丁目６番６号１階 ６８３１－５３６２

吹田市 リズムデイサービス寿 寿町二丁目２６番９号 ６３８１－１１７５

吹田市
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ江
坂店

南金田二丁目１４番３０号 ６１９０－７５３１

吹田市
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ吹
田店

内本町二丁目１６番１５号 ６３８２－７５３１

吹田市 リハビリ本舗あっぷるデイ 片山町二丁目１１番４５号 ６１９０－６６２２
吹田市 リハビリ本舗おれんじデイ 山田南３０番１２号 ７４９２－１９１０

吹田市
医療法人髙寿会悟空デイサービ
スセンター青山台

青山台２－１－１０ ６１５５－２７３２

吹田市
医療法人髙寿会桃山台デイサー
ビスセンター

桃山台二丁目５番１３号 ６８３５－２６６３

吹田市
医療法人髙寿会桃山台第２デイ
サービスセンター

桃山台二丁目５番２号 ６８３５－５３０１

吹田市
医療法人髙寿会桃山台第３デイ
サービスセンター

桃山台二丁目５番１０号 ６８３５－３００３

吹田市 喜樹
千里山東二丁目２１番２３号　ラ
イジングハイ千里山　山脇マン
ション１階

６３３７－６６３３

吹田市 高野台デイサービスアップル 高野台一丁目４番２号 ６８７１－７９６６
吹田市 三あいランド新芦屋デイサービス 新芦屋下２２番３３号 ６８７８－３１５６

吹田市
社会福祉法人英芳会南山田デイ
サービスセンター

尺谷２７番地の１ ６８７５－６６５２

吹田市
社会福祉法人恩賜財団済生会
支部大阪府済生会松風園デイ・
サービスセンター

川園町１番１号 ６３８２－７２０１

吹田市
社会福祉法人大阪アカシヤ福祉
会南ヶ丘デイサービスセンター

佐井寺南が丘３番５号 ６３３０－７０５５

吹田市
寿楽荘千里山西デイサービスセ
ンター

千里山西二丁目１３番２号 ６３３７－８００１

吹田市 寿楽荘竹谷生活リハビリハウス
竹谷町２２番３３号　キャメル
コート千里１階

４８６０－６０００

吹田市
吹田市立亥の子谷デイサービス
センター

山田西一丁目２６番２０号 ４８６４－８８２１

吹田市
吹田市立岸部中デイサービスセ
ンター

岸部中一丁目２６番１－１０１号 ６３３９－２５５０



吹田市
吹田市立内本町デイサービスセ
ンター

内本町二丁目２番１２号 ６３１９－３３７８

吹田市 吹田竜ヶ池デイサービスセンター 原町三丁目２１番２５号 ６３１０－７３５３
吹田市 垂水デイサービスセンター 垂水町三丁目１９番５号 ６３８０－１９８６
吹田市 生活ネットワークデイサービス虹 千里山東二丁目３番８号 ６３８９－０１７５
吹田市 青山台デイサロン 青山台二丁目８番８号 ６１５５－２６５０
吹田市 青藍荘デイサービスセンター 佐竹台二丁目３番１号 ６８７１－２６７１

吹田市 千里丘リハビリデイサービス
長野東３番２０号　野口ビューハ
イツ１０１

６８３６－７２２２

吹田市 千里山東デイサービスセンター 千里山西一丁目２７番９号 ６３８０－８６１４

吹田市
千里山東リハビリデイサービスげ
んき

千里山西一丁目２７番７号 ６３８０－３９２５

吹田市 相川デイサービスセンターいず 泉町一丁目２２－３３ ６３１８－６６７１

吹田市
大原元気プラザデイサービスセ
ンター千里山

千里山西五丁目３番８号杏樹Ｓ
ＥＮＲＩＹＡＭＡ１０２号

６１７０－５８２３

吹田市 茶話本舗デイサービス千里丘 長野西６番６号 ６８７８－０００２

吹田市
中央介護センターサン竹見台デ
イサービスセンター

竹見台二丁目１番Ｃ３ー１０１号 ６８７３－７３００

吹田市 藤白台デイサービスセンター 藤白台二丁目９番１－１１５号 ６８３５－７６７６

吹田市 友－友デイサービスセンター
千里万博公園１２番１号　パー
クサイドビル１０２号

６８７７－１６６４

吹田市
老人デイサービスセンターあす
～る吹田

岸部中二丁目７番１２号 ６３８５－７０７０

摂津市 シニアハウス花みずき 東一津屋１２番５号 ０６－６８２９－０８７３
摂津市 デイサービスセンターエル 鳥飼上三丁目５番３０号 ０７２－６５４－２２１５
摂津市 デイサービスセンターカインド 正雀本町一丁目２９番３号 ０６－６３１９－００３９

摂津市
デイサービスセンターとりかい白
鷺園

鳥飼中一丁目１９番８号 ０７２－６５４－５０９４

摂津市 デイサービス希楽瞳輝鳥飼館 鳥飼下三丁目５番１４号 ０７２－６５３－６１０６
摂津市 デイサービス希楽瞳輝南せっつ 一津屋１丁目３２番１８号 ０６－６１９５－８４１７
摂津市 ゆたんぽ 千里丘東四丁目５番６号 ０６－６３８３－６５７７

摂津市
医療法人千里丘協立診療所デイ
サービス

千里丘東二丁目１４番１３号 ０７２－６２２－１６３３

摂津市 摂津いやし園デイサービスセン 鳥飼下一丁目１３番７号 ０７２－６５０－３３０１

摂津市
摂津市保健センター通所介護事
業所

南千里丘５番３０号 ０６－６３８１－１７０８

摂津市
摂津市立デイサービスセンター
せっつ桜苑

桜町一丁目１番１１号 ０７２－６３２－０４００

摂津市
摂津特養ひかりデイサービスセ
ンター

鳥飼八防二丁目７番１２号 ０７２－６５０－１３００

摂津市 南千里丘リハビリデイサービス 三島三丁目１４番－４９ ０６－６１７０－９１５５
守口市 アイホームデイサービス 八雲西町四丁目６番２１号 ６９９７－７７３５
守口市 あいらんどデイサービス 八雲東町二丁目２８番３号 ６９１６－３３３７

守口市
あんしんケアねっと八雲ゆ楽デイ
サービス

八雲西町一丁目３３番９号 ７８９８－１７８８

守口市
あんしんケアねっと八雲楽楽デイ
サービス

八雲西町一丁目３３番８号 ７５０３－２４７０

守口市 ケアセンター竹内 長池町６番３１号 ６９９８－００８７

守口市
けいはん医療生活協同組合きん
だデイサービスセンター

金田町二丁目２５番１５号 ６９００－６７７２

守口市
けいはん医療生活協同組合さつ
きデイサービス

菊水通三丁目２番５号 ６９９１－５２００

守口市 げんき屋デイサービス 松月町１番１７号 ６９９５－１２２０
守口市 コミカデイサービス 西郷通一丁目４番１２号 ６９９３－５５７５
守口市 ちくばデイサービス 八雲中町一丁目２１番９号 ６９００－７５７７
守口市 ツクイ守口デイサービスセンター 南寺方中通三丁目１２番１０号 ６９９５－６２０６
守口市 デイサービスセンターおおみや 大宮通一丁目１３番７号 ６９９３－９１８８

守口市
デイサービスセンターごはん家族
東光町

東光町三丁目１３番２号 ６９９８－２５５２

守口市 デイサービスセンターすずしろ園 南寺方東通一丁目１３番１６号 ６９９２－７７２２

守口市
デイサービスセンターナービス守
口平代

平代町８番１号 759372

守口市 デイサービスセンターなずな園 八雲北町二丁目２６番１号 ６９９７－７２７０
守口市 デイサービスセンター守口荘 八雲中町三丁目１３番１７号 690554



守口市 デイサービスセンター梅香苑 佐太中町六丁目４１番１９号 ６９００－５０５４
守口市 デイサービス結 大久保町二丁目１１－５ ６９０１－８５６２

守口市 デイサービス滝井
滝井西町三丁目７番４号ウィン
ライフ滝井１階

４３９７－７４７４

守口市 デイサービス和の郷 橋波東之町四丁目７番８号 ６９９７－６１１７
守口市 デイサービス輻 寺方本通四丁目１番３号 ６９９３－２８８８
守口市 デイセンターリハビリプラザ守口 日向町６番９号 ６９９８－２２９４
守口市 デイリハセンター～さくら～ 京阪本通２丁目８番１１号 ６９９８－１２１２
守口市 ビーナスクラブ守口 金田町五丁目１番４号 ６９０４－０２５５

守口市 ビストロ・リビング
馬場町二丁目１－１０ルネスプ
ランドール守口１Ｆ

６９９８－６３７８

守口市 ひだまり福祉工房 八雲西町一丁目２７番１８号 ６９９３－８６３０
守口市 ヒューマンライフケア守口の湯 寺方元町四丁目７番３号 ６９９５－７０５０
守口市 フローラルデイサービスセンター 大日町一丁目１１番１１号 ６９０７－１３７１

守口市
もりぐち在宅サービス供給ステー
ション通所介護事業所

八雲西町二丁目１４番１０号 ６９９６－０００８

守口市 ゆうあいデイサービスセンター守 八雲中町一丁目９番１７号 ６９０８－４１６５
守口市 リハビリ看護デイサービス佐太 佐太中町六丁目５番１５号 ６９００－０５５１
守口市 温泉屋デイサービス 寺方錦通一丁目１番１号 ６９９５－１１２６

守口市
京阪ライフサポート守口デイサー
ビスセンター

寺内町一丁目１３番８号 ６９９５－５７０３

守口市 自立支援型デイサービスふくろう
八雲東町二丁目８２番３５号　大
日ターミナルホテル１階

６９０１－８８５０

守口市 大庭の親孝行 大庭町二丁目８番１６号 691322
守口市 茶話本舗デイサービス大枝公園 大枝南町１５番８号 ６９９１－６５６５
守口市 鶴見緑地苑デイサービスセン 菊水通三丁目１６番２号 ６９９５－５００５
守口市 芭食サービスくつろぎ藤田町 藤田町四丁目５番９号 ６９０７－１２００
守口市 八雲リハビリデイサービス 八雲西町１丁目２８－１０ ６９９６－１５５２

門真市 あれぐらデイサービス
小路町１０番２号　マンション松
陽Ｎｏ．１

０６－６９０４－３３０１

門真市
けいはん医療生活協同組合みど
りデイサービスセンター

上島町３８番８号 ０７２－８８２－１７５１

門真市 げんき屋デイサービス大和田 宮野町３番１２号 ０７２－８００－００１１
門真市 コミュニティーガーデンゆうな 岸和田二丁目２１番３１号 ０７２－８８３－４１６５
門真市 サンハウスときわ 常盤町１７番５号 ０７２－８８１－１４７１

門真市 デイサービスセンター・三養苑
大字桑才２９４番地５　特別養護
老人ホーム・三養苑

０７２－８８２－３３３３

門真市 デイサービスセンターつくしの里 大橋町１２番８号 ０７２－８００－０１３０
門真市 デイサービスセンター四宮三養 四宮五丁目４－２２ ０７２－８８２－２２３３
門真市 デイサービスセンター智鳥 北島町１２番３号 ０７２－８８１－８２０１
門真市 デイサービスセンター門真千寿 野口８２２ ０７２－８８４－７６７７
門真市 デイサービスハイジ幸福町 幸福町２０番２号 ０６－６９００－５３７１
門真市 デイサービスひまわりの里 ひえ島３５５－６ ０７２－８８５－１８８８
門真市 デイサービスみかんの家 岸和田四丁目７－１５ ０７２－８８３－６０００
門真市 デイサービスメディック 上島町１４番５号２号室 ０７２－３８１－６９４９
門真市 デイサービスめばえ 浜町２５番７号 ０６－６９０７－１２１２
門真市 デイサービスゆり 岸和田二丁目１６番９号 ０７２－８００－９００１
門真市 デイサービスらくだ 野里町９丁目２５番１０３号 ０７２－８８４－３０５１
門真市 デイサービスりんく門真 五月田町３３番１７号 ０７２－８８７－５３３３
門真市 デイサービスわが家 上野口町１６番２号 ０７２－８１３－７２８８
門真市 デイサービス花の里 野里町１２番２１号 ０７２－８８７－４３０８
門真市 デイサービス大池 大池町１２番３号 ０７２－８８４－２５４１
門真市 デイサービス和楽 沖町２５番９号 ０７２－８８７－６２２２
門真市 デイサービス和生や 舟田町４５番地の２２号 ０７２－８８１－７５３８
門真市 デイセンターリハビリプラザ門真 島頭四丁目８番１号 ０７２－８８１－０２０８
門真市 ドレミデイサービス 大橋町６番１０号 ０７２－８８２－７７７８

門真市
パナソニックエイジフリー大和田
デイセンター

常称寺町１０－１ ０７２－８８４－７８１０

門真市 はるかの郷通所介護事業所 柳田町２７番２１号 ０６－６９０６－６９００
門真市 ラフィン・ハーツ 下馬伏町９番３２号 ０７２－８８８－６２００

門真市
リハビリデイサービスもりガーデ
ン江端店

岸和田三丁目３６番２１号 ０７２－８００－５３６１

門真市
医療法人健康会デイサービスセ
ンター友遊大和田

常称寺町２９番１８－１０１号 ０７２－８１２－３０８８



門真市 光の森デイサービスゆり門真 岸和田二丁目１６番１０号 ０７２－８００－０２２５
門真市 樹楽団らんの家門真東 岸和田三丁目９番２５号 ０７２－８８５－８８００
門真市 樹楽門真 柳町１２番２２号 ０６－６９０４－７２７２
門真市 茶話本舗デイサービス大和田 上野口町７番１８号 ０７２－３８１－７２００
門真市 芭食サービスくつろぎ 石原町５番２１号 ０６－６９０３－２５１１

門真市
門真レジデンスひかりデイサービ
スセンター

北岸和田一丁目１４番２３号 ０７２－８８７－０５００

門真市
門真在宅サービス供給ステー
ション通所介護事業所

堂山町２５番２０号 ０６－６９０３－３３１１

大東市 オレンジデイサービス泉町 泉町二丁目１番１２号 ８７０－８７５５
大東市 ケアパートナー大東 三箇三丁目９番２０号 ８６９－２１２２
大東市 デイサービスあかり 明美の里町１－１５ ８６３－１０２８
大東市 デイサービスえがお 扇町３番８号　コート仁泉１階 ８８９－５６０２

大東市
デイサービスセンターホーリー
ハート大東

赤井三丁目５番１１号 ８７４－１６６１

大東市 デイサービスセンターみどりの里 北条六丁目２２３０番地の２ ８０３－２９４８
大東市 デイサービスセンター百楽荘 栄和町９番２０号 ８８９－５０５１

大東市 デイサービスのスパイラル
北条一丁目１６番２３号　コーポ
タナカ１階

８６２－０１７３

大東市 デイサービスりんく 深野北一丁目５番４８号 ８６３－０２７０
大東市 デイサービス元気 栄和町１５番３号 ８７０－１１０２
大東市 デイサービス桜の実 明美の里町１６番３０号 ８７９－６００８
大東市 ニチイケアセンター御領 御領一丁目１３番３３号 ８１６－１０２１
大東市 ヒューマンライフケア大東の湯 寺川三丁目５番１号 ８７３－８３３７

大東市 ビリーブ大東
御供田五丁目６番２３号　荒矢
診療所３階

８０６－２２５０

大東市
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ大
東店

新田北町６－１１ ８７４－７５３５

大東市 リハビリデイサービスきらり御領 御領１－１３－２１ ８８９－３０３２
大東市 リハビリデイサービスもりガーデ 扇町７－３ ８１２－５６８８

大東市
医療法人徳洲会野崎徳洲会介
護センターデイサービスきずな

深野三丁目１番１号 ８７４－１１４４

大東市 家園デイサービスセンター
新田中町１－１センチュリービ
ル１階

８１４－６５８８

大東市
機能訓練型デイサービスかいこ
う

諸福五丁目８番２０号内田ビル
１階

８７１－０１２３

大東市 通所介護事業所あいの里竜間 大字龍間６７３番地３ ８６９－０６６８

大東市
保健生協デイサービスセンター
すこやか

三箇一丁目３番８号 ８７４－２１３４

大東市
老人デイサービスセンター南郷
の里

氷野二丁目１番１３号 ８７３－００３１

大東市 和光苑デイサービスセンター 野崎三丁目１２番１号 ８７７－８８００

大東市
和光苑デイサービスセンターポシ
ブル諸福

諸福一丁目１３番６号 ８７２－６０６０

大東市
和光苑リハビリデイサービスセン
ターポシブル北条

北条七丁目４番１号] ８７８－８２２８

四条畷市 ツクイ デイサービス大阪四條畷 雁屋西町５番３号 ０７２－８６３－０９００

四条畷市
デイサービスセンターかりやらく
らく苑

雁屋南町１６番４４号 ０７２－８６３－１０８０

四条畷市
デイサービスセンターるうてる通
所介護事業所

岡山東五丁目５番５５号 ０７２－８７８－２２７７

四条畷市 デイサービスセンター清滝らくらく 清滝中町１番３号 ０７２－８７６－３６１１
四条畷市 デイサービスセンター田原荘 上田原５９７番地 ０７４３－７９－２５２５
四条畷市 はなうた 大字清瀧３１番１号 ０７２－８６３－３０００
四条畷市 ふるさとデイサービスセンター 岡山二丁目１２番１８号 ０７２－８７８－２３０８

四条畷市
るうてるホームサービスセンター
通所介護事業所

岡山東三丁目９番５号 ０７２－８７８－０６８６

四条畷市
四條畷荘デイサービスセンター
ほほえみ

北出町２８番１号 ０７２－８７８－２６５２

寝屋川市
「サンセール香里園」デイサービ
スセンター

香里西之町２２番７号 ８０２－０２１４

寝屋川市 ＤＳガネーシャ池田新町 池田新町１番２２－１０２号 ８２６－５２６２
寝屋川市 ＤＳガネ－シャおおとし 大利町４番１号　Ｆ．タニヤマ１ ８２７－０２３２



寝屋川市
アフターメディカル介護ステーショ
ン

早子町１９番１７号　ルピナスⅡ
１階

８２４－２５２０

寝屋川市 いちょう園デイサービスセンター 打上南町１４番１号 ８２０－２２００
寝屋川市 おひさまデイサービスセンター 池田本町２０番３７号 ８０１－００１１
寝屋川市 くすのきデイサービスセンター 寿町５６番１２号 ８３３－１３６３
寝屋川市 グリーンヒル淳風デイサービス 太秦高塚町９番１号 ８２０－００８５

寝屋川市
けいはん医療生活協同組合みい
デイサービスセンター

三井南町２０番１７号 ８３５－００７７

寝屋川市
けいはん医療生活協同組合みい
の郷デイサービス

三井南町１９番２０号 ８３３－５６３１

寝屋川市 つばさデイサービスセンター 池田二丁目９番１５号 ８３０－３３３１

寝屋川市 デイサービス エール香里園
香里新町２８番３０　ロイヤルメ
ドゥ香里園タワー３０１号

８３７－６１１４

寝屋川市 デイサービスきぼう 豊野町１１番１９号 ８１２－５５２２
寝屋川市 でいさーびすここ家寝屋川 池田本町１４番５号 ８３９－０５５８
寝屋川市 デイサービスステラ 豊野町１２番１０号 ８１１－３２７７

寝屋川市 デイサービスセンター・ベル
萱島信和町１４番１号丸信リ
バーサイドコーポ１棟１号

８００－５１１３

寝屋川市 デイサービスセンター・日乃出 宇谷町１０番１号 ８２５－８７５１

寝屋川市
デイサービスセンターカルデアの
家寝屋川

打上中町７番２１号 ８２１－６１１１

寝屋川市
デイサービスセンターロイヤルラ
イフ・天寿苑

御幸東町９番２号 ８２７－１２２２

寝屋川市 デイサービスセンター香里 香里南之町９番７号 ８３７－５６５５

寝屋川市
デイサービスセンター寝屋川十
字の園

池田三丁目１番３３号 ８３８－３３９０

寝屋川市 デイサービスりんく寝屋川 下木田町１３番１号 ８１１－０１５１
寝屋川市 デイサービスローズ 香里本通町１０番１８号 ８３４－１２１４

寝屋川市
デイサービス友・遊センターねや
がわ

高宮あさひ丘２５番１３号 ８１２－１１２８

寝屋川市 ときわ老人デイサービスセンター 小路南町１６番１６号 ８２１－５５４１
寝屋川市 ヒノデデイサービスセンター 高柳三丁目２０番１号 ８１５－００７８

寝屋川市
ヒノデデイサービスセンター寝屋
川駅前

平池町３番１５号 ８０１－０７８０

寝屋川市 ヒューマンライフケア寝屋川の湯 平池町５番１号　ジョリーハイツ ８３０－５３２０
寝屋川市 めぐみデイサービスセンター 田井町４４番１０号 ８３１－３７００
寝屋川市 ゆりかごデイサービスセンター 点野四丁目１番３３号 ８３０－７１７１
寝屋川市 レストランデイサービスなな 昭栄町１５番１３－１０１号 ８２０－７７５１

寝屋川市
医療法人協仁会こまつデイサー
ビスセンター

秦町３番８号 ８２３－５１１０

寝屋川市
医療法人健康会デイサービスセ
ンター友遊萱島

御幸東町３９番１２号 ８２６－２５５５

寝屋川市
医療法人青樹会デイサービスみ
どり町

緑町４７番８号 ８３７－３７８０

寝屋川市
医療法人青樹会リハビリデイ
サービス

緑町２８番１号 ８０２－３０８０

寝屋川市
医療法人和敬会サザンデイサー
ビスおおとし

大利元町４番２２号 ８２６－１１００

寝屋川市 介護ステーション下木田 下木田町６番２３号南側 ８２１－６５２８
寝屋川市 介護ステーション萱島 下神田町２８番２号２階 ８３９－７７４０
寝屋川市 介護ステーション三井南 三井南町２８番１２号 ８３２－０８２０
寝屋川市 介護ステーション大利 東大利町９番１１号２階 ８３９－１７７１
寝屋川市 介護ステーション田井 田井町５番１５号 ８３２－３３００
寝屋川市 介護ステーション木田 木田町４番５号２階 ８００－６２８２

寝屋川市
輝きのまちデイサービスセンター
池田

池田本町５番１５号 ８３９－０２１１

寝屋川市
京阪ライフサポート寝屋川デイ
サービスセンター

対馬江東町６番１３号 ８１５－０３２１

寝屋川市 香西園デイセンター 香里西之町１４番２４号 ８３３－２６１０
寝屋川市 合掌荘デイサービスセンター 成田東が丘２８番７号 ８３３－０００８

寝屋川市
社会福祉法人真清福祉会通所
介護事業所デイサービスセン
ターロイヤルライフ・カミダ

上神田一丁目２６番２７号 ８３８－８８１１



寝屋川市
社会福祉法人東和福祉会デイ
サービスセンター寝屋川苑

宇谷町１番３６号 ８２４－０３４５

寝屋川市 樹楽団らんの家香里園 美井町３番１号 ８３３－６０６０
寝屋川市 寝屋川ケアセンターそよ風 葛原新町３番４８号 ８０１－８３３１

寝屋川市
寝屋川デイサービスセンターうず
まさ

太秦中町３６番２４号 ８２２－７７１０

寝屋川市 寝屋川石津園デイサービス 石津中町３５番８号 ８３９－８８８８
寝屋川市 清徳デイサービスセンター 石津中町１５番１３号 ８２８－１３１３
寝屋川市 茶話本舗デイサービス寝屋川 池田中町３－７ ３９６－１５８５
寝屋川市 藤乃家 三井が丘三丁目９番１２号 ８１２－６９５６

寝屋川市
特定非営利活動法人デイサービ
ス「実の花」

仁和寺本町４－５－６ ３９６－０１４８

寝屋川市 楠リハビリ・デイサービス 日新町１番２３号 ８３３－７５００

寝屋川市
老人デイサービスセンター香里
寿苑

寿町３２番２０号 ８３２－５５６７

寝屋川市 絆ひだまりの会香里園の家 豊里町１２番１６号 ８３２－７３３５

枚方市
ＪＢＣ長尾駅前デイサービスセン
ター

長尾元町六丁目１０番１０号 ８５７－１５１６

枚方市 Salon de en
春日元町二丁目３７－１　ハー
モニーライフ春日１０３

８９７－３５００

枚方市 アイリスデイサービスセンター 春日東町二丁目１２番１０号 ８５８－１３００
枚方市 あきず 村野本町２２－２０ ３８０－２１８４
枚方市 アシュラー 三矢町２番１０号 ８４４－３６３９

枚方市 あすかデイサービスセンター
津田元町一丁目１５番８号１０１
号室

８５８－６６７６

枚方市 アベール咲デイサービス 渚栄町２２番１４号 ８４０－２２４４
枚方市 アミーゴ 岡本町８番１２号 ８０４－３４３６
枚方市 いかがデイサービス 伊加賀西町５２番３０号 ８４６－５７５６
枚方市 オアシス長寿デイサービスセン 山田池東町２１番３５号 ８６８－２０１０

枚方市
サール・ナートデイサービスセン
ター

高田二丁目４０番１号 ８６０－１１１７

枚方市
さかのデイサービスセンターほほ
えみ

甲斐田東町３４番３３号 ８０５－５８７７

枚方市 さざなみデイサービスセンター 楠葉並木二丁目２０番６号 ８６７－５２９５
枚方市 スバルガーデン 三矢町６番１２号 ８６１－５３００
枚方市 たかいデイサービスセンターつど 春日東町二丁目２８番３０号 ８９７－２１０１
枚方市 たかいデイサービスセンターみの 伊加賀北町７番８９号 ８６１－１５１５
枚方市 たかいデイサービスセンターゆと 印田町３９番１号 ８４８－１１８１

枚方市
たかいデイサービスセンター香
里・山之手

香里園山之手町２番６５号 ８３７－２３１５

枚方市 ツクイ大垣内 大垣内町三丁目１６番５号 ８０４－５６６５
枚方市 デイサービス「てくてく」 御殿山町６番１９号　金森ビル ８９８－０５０１

枚方市
デイサービスあったか家族香里
園桜木町の家

香里園桜木町２１番３５号 ３８０－６０５５

枚方市
デイサービスあったか家族枚方
黄金野の家

黄金野一丁目１５番１３号 ８３６－００１２

枚方市
デイサービスえがお一番館・香
里ヶ丘

香里ケ丘八丁目１６番地の１６ ８５２－３１６５

枚方市 デイサービスきぼう枚方 津田東町三丁目４７０９－２ ８９７－２２５５
枚方市 デイサービスげんき問屋 茄子作東町２４番３５号 ３８０－１４０９
枚方市 デイサービスココロステッキ 大峰元町一丁目２１番１２号 ８５８－０５０６
枚方市 デイサービスさわやか 楠葉朝日一丁目２１番８号 ８６０－７８７６
枚方市 デイサービスセンター・根占 氷室台一丁目２８番２０号 ８５９－７０１１
枚方市 デイサービスセンターいこいの里 交北二丁目１０番１号 ８９８－２１９７
枚方市 デイサービスセンターうぐいすの 藤阪東町一丁目３番１０号 ８５９－９０００
枚方市 デイサービスセンターエデン 西禁野二丁目３２番１０号 ８４９－３５１３
枚方市 デイサービスセンターかがやき 伊加賀北町４番３号 ８６１－３３３２
枚方市 デイサービスセンターくずは美郷 南楠葉一丁目６５番２５号 ８６４－５４２２
枚方市 デイサービスセンターしらかば 出屋敷西町二丁目１番１号 ８４９－１１４６

枚方市 デイサービスセンター花花
香里ケ丘十二丁目２３番１号
香里大西第一ビル１０１号室

８９６－８７１７

枚方市 デイサービスセンター雅の苑 尊延寺４５９２番地の３８ ８９６－１２８０
枚方市 デイサービスセンター御殿山カー 渚西二丁目７番３０号 ８９０－０６００
枚方市 デイサービスセンター光の郷 大峰元町二丁目１１番９号 ８５９－８７４４



枚方市
デイサービスセンター第２うぐい
すの里

南中振三丁目８番２０号 ８３３－６０００

枚方市 デイサービスセンター長尾 長尾北町二丁目１７５２番地の１ ８６８－２１９０
枚方市 デイサービスセンター長尾の里 長尾北町三丁目１番１号 ８１８－２０７１
枚方市 デイサービスセンター美郷 西招提町１２５３番地 ８６６－７００７
枚方市 デイサービスセンター豊生 小倉町３番２９号 ８５５－６３６９
枚方市 デイサービスとなりのげんき問屋 茄子作東町１８番１３号 ３９６－００４８
枚方市 でいさーびすヒルズ 中宮西之町１番７号 ８４７－０４０３

枚方市 デイサービスみその
楠葉美咲三丁目２２番６号
アール・ビービル１階

８６７－６２１７

枚方市 デイサービスもこもこ広場 伊加賀栄町１３番４号 ８４５－４６６７

枚方市 デイサービスやまびこ
星丘二丁目４５番２１号　石垣ハ
イツ１０１号

８９８－５０００

枚方市 デイサービスライブリー 杉山手三丁目２１番１号 ３８０－２９７９
枚方市 デイサービス喜楽家枚方 津田東町二丁目３７番４８号 ３８０－５１４１
枚方市 デイサービス喜楽家枚方公園 菊丘町４番３号 ３８０－３９６０
枚方市 ナビ 三矢町２番４－１号 ８０４－４１８８

枚方市
パナソニックエイジフリーひらか
たデイセンター

牧野北町７番１１号 ８５１－２２３１

枚方市 はなまるデイサービス 交北一丁目１番１５号 ８９０－０８７０
枚方市 はなまるデイサービス東香里 東香里一丁目２４－３ ８６０－０１００

枚方市
ピープルデイサービスセンターひ
らかた

尊延寺一丁目４番１号 ８５９－６８００

枚方市 ヒューマンライフケア釈尊寺の湯 釈尊寺町２５番３１号 ８５２－１９３３

枚方市
ひらかた聖徳園デイサービスセ
ンター

香里ケ丘八丁目１番地 ８５４－５８２８

枚方市 フーライ 新町二丁目２番６号 ８０４－３４３９

枚方市
フランスベッド株式会社枚方デイ
サービスセンター

大峰元町一丁目１番２０号 ８０８－４０７０

枚方市 ベストファミリーデイサービス 津田元町二丁目５２番１号 ８５８－３６３９
枚方市 ホームケアセンター長尾谷町 長尾谷町３丁目１２番１８号 ８０８－６２８８
枚方市 ライフリハビリデイサービス 長尾谷町三丁目６番２２号 ８５０－５９６３

枚方市 リハビリ・デイサービスみやび
楠葉美咲３－２２－６　ＲＢビル
３０１

８５７－７７３１

枚方市
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ枚
方小倉店

小倉町７番２８－１０２号 ８４５－５１３６

枚方市
リハビリデイサービスセンター
ジュン

香里ケ丘九丁目９番１－Ｄ４７
号棟第Ｓ－１号室

８５４－０５１３

枚方市 リハビリデイステーションあおぞ 山之上北町１０番１号 ８４３－４１６５
枚方市 わたしの家 須山町４２番９号 ８９８－２３３２
枚方市 安心苑ホームサービスセンター 招提北町二丁目２５番１号 ８６６－２２１７
枚方市 医療法人中屋覚志会よろこび庵 津田北町三丁目３０番１号 ８５８－８２５９

枚方市
医療法人田中外科　デイサービ
ス　リハボ

中宮西之町１４番６号 ８９８－３５５１

枚方市
医療法人飯島医院美緑苑デイ
サービス通所介護事業所

須山町３１番６号 ８９８－０１１０

枚方市
医療法人悠悠堂デイサービスち
えのわ

長尾家具町二丁目５番４号 ８６８－６８６６

枚方市 介護支援サービスやまびこ 新町一丁目４番１３号 ０７２－８９８－５０００
枚方市 介護予防運動センター・あんりィ 星丘１丁目１０番２号 ０７２－８０５－２８８８
枚方市 株式会社 ひまわり 茄子作１－４３－３５ ０７２－８５４－６６４４

枚方市
気軽に集えるミニデイサービスき
らく会

長尾北町２－１７７５－５ ０７２－８３６－６００６

枚方市
気軽に集えるミニデイサービスき
らく会

長尾家具町三丁目４番地６ ０７２－８３６－６００６

枚方市
京阪ライフサポート堂山公園デイ
サービスセンター

堂山三丁目１１番１号 ０７２－８９０－０３２１

枚方市
香里いちょう園デイサービスセン
ター

東香里一丁目１８番１２号 ０７２－８５３－１８８１

枚方市 香里丘デイサービスセンター 香里ケ丘四丁目１７番地１ ０７２－８６０－３１３１
枚方市 菜の花デイサービス 東船橋２－３７－１ ０７２－８６０－７０４０
枚方市 在宅介護支援事業所ジュン 伊加賀北町７番５６号 ０７２－８０７－５０６６
枚方市 桜丘デイサービスセンター 村野本町２９番２号 ０７２－８９８－５０５０



枚方市
渚のオアシス・デイサービスセン
ター

渚西二丁目３２番６号　レジデン
ス松栄１０８号

０７２－８４８－１５０２

枚方市
小春日和デイサービスセンター
東山

東山一丁目２３番５号 ０７２－８５６－３２７３

枚方市 人と木デイサービス 北中振一丁目１９番２８号 ０５０－３９００－０１８６

枚方市
大潤会よしだじゅんデイサービス
センター

磯島元町６番６号 ０７２－８９０－５２００

枚方市
第弐香里いちょう園デイサービス
センター

茄子作東町３５番１５号 ８５４－２２２０

枚方市
茶話本舗デイサービス渚元町事
業所

渚元町３番２４号 ８０５－３３３９

枚方市
茶話本舗デイサービス長尾東町
事業所

長尾東町三丁目４０番１３号 ８０８－３６７７

枚方市
茶話本舗デイサービス東香里元
町事業所

東香里元町１１番２６号 ８６０－１００１

枚方市
茶話本舗デイサービス東船橋事
業所

東船橋二丁目１２９番地１１ ８６４－１２３０

枚方市 通所介護事業所枚方ガーデンデ 片鉾本町２６番２０号 ８０９－２８２８
枚方市 楓デイサービス 津田元町二丁目４１番２３号 ８０７－４６５１

枚方市
楓鍼灸整骨院デイサービスセン
ター

牧野阪２丁目７－１４ ８０９－７５７５

枚方市 枚方ケアセンターそよ風 長尾宮前一丁目５番１号 ８５８－８３４１

枚方市
枚方市立くずは北デイサービス
センター

楠葉野田三丁目１２番３号 ８６６－５０９１

枚方市 枚方市立デイサービスセンター 交北三丁目１番５２号 ８５１－９２００

枚方市
枚方市立総合福祉会館デイサー
ビスセンター

新町二丁目１番３５号 ８４５－１７０１

枚方市 夢心ホームサービスセンター 長尾北町一丁目１７８５番２ ８６６－３９３９
枚方市 里仁館居宅サービス事業所 田口山二丁目５番１号 ８５６－６５６５
枚方市 隣 村野本町２２－２１ ８０７－７５１６

東大阪市 (合)神名　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽいなほ 森河内東１－３６－９ ０６－４３０７－３６５６

東大阪市
ＪＣＳ東大阪デイサービスセン
ターオリーブ

旭町１８番１８号 ０７２－９８６－５００５

東大阪市 Ｏｐｔｉｓ
南荘町１３番３７号むつみハイツ
１Ｆ－Ａ

０７２－９８０－９７００

東大阪市
アーバンケア稲田デイサービス
センター

稲田新町一丁目１０番１号 ０６－６７４８－８００８

東大阪市
アーバンケア島之内デイサービ
スセンター

吉田本町一丁目１０番１３号 ０７２－９６０－６０７０

東大阪市
アーバンケア八戸ノ里デイサービ
スセンター

御厨中二丁目３番３２号 ０６－６７８２－１０１６

東大阪市 あいあいケアサービス東大阪 吉田本町一丁目１３番２６号 ０７２－９６７－７７２０
東大阪市 あさひデイサービスセンター 高井田本通二丁目２番３１号 ０６－６７８３－８００８

東大阪市
アンパス東大阪デイサービスセ
ンター

若江南町三丁目７番７号 ０６－４３０７－０３３３

東大阪市 イースタンビラデイサービスセン 寿町一丁目９番３９号 ０６－６７２９－５０３３

東大阪市
いつもありがとうの会あいあい池
島の家

池島町二丁目８番１６号 ０７２－９８８－２４５２

東大阪市 ウィズユー・デイサービスセン 川俣一丁目１番８号藤田ビル２ ０６－４３０８－８３１０
東大阪市 ウエル清光苑デイサービスセン 岩田町三丁目１１番１号 ０７２－９６６－５４９３

東大阪市
エルケア株式会社デイサービス
枚岡

出雲井本町８番２１号ツール・
ド・オルフェ１０３号室

０７２－９８０－７７０４

東大阪市 きずり逢花苑デイサービスセン 衣摺六丁目１２番３号 ０６－６７２３－４１６５
東大阪市 くらうど荒本店 中野二丁目９番２４号 ０７２－９４３－１０３５
東大阪市 ケアてくてく 荒川三丁目２５番２１号 ０６－６７２３－５５５８
東大阪市 こさかデイサービスセンター 御厨栄町二丁目１３番７号 ０６－６７８３－８１２５
東大阪市 さくらサポート２４ 鴻池元町４番２０号 ０６－４３０９－００１１
東大阪市 しょうふく苑デイサービスセンター 玉串町西三丁目１番７－１０２号 ０７２－９４３－００１０
東大阪市 すなお元町の家 高井田元町一丁目１０番１２号 ０６－６７８３－２７７４
東大阪市 スローライフデイサービスセン 永和二丁目８番２号 ０６－６７２０－６６７７
東大阪市 せせらぎ指定通所介護事業所 横小路町六丁目５番１１号 ０７２－９８１－７７７７
東大阪市 ツクイ中新開 中新開一丁目３番１１号 ０７２－９６０－９６６０
東大阪市 ツクイ楠根 楠根一丁目５番３３号 ０６－６７４８－７８３０



東大阪市 ティー・シー・デイサービス
中小阪一丁目８番１４号　ＴＣビ
ル１階

０６－６７３０－３０３３

東大阪市 デイサービスかもめの家 菱江一丁目１０番１７号 ０７２－９６３－０６０５
東大阪市 デイサービスコスモス 喜里川町２番４号 ０７２－９８５－０００２
東大阪市 デイサービスさらんばん 岸田堂南町４番１９号 ０６－６７２８－０９８７
東大阪市 デイサービスすばる 若江本町一丁目２番４３号２階 ０６－６７２３－１９８１
東大阪市 デイサービスセンター”しろやま” 荒川一丁目１５番２３号 ０６－６７２５－８７３７
東大阪市 デイサービスセンター「かわち野」 横小路町一丁目１番３５号 ０７２－９８０－７２０２

東大阪市
デイサービスセンターいきいき工
房東大阪

西堤楠町二丁目３番１１号 ０６－６６１８－８８４４

東大阪市 デイサービスセンターお出でやす 大蓮南四丁目４番２７号 ０６－６７２４－１２０６

東大阪市
デイサービスセンターかたるしす
げんじがおか

源氏ケ丘１７番１号 ０６－６７２２－７６１８

東大阪市 デイサービスセンターサンホーム 御厨南三丁目１番１８号 ０６－６７８７－３７３３
東大阪市 デイサービスセンターなるかわ苑 上六万寺町１３番４０号 ０７２－９８６－３６８０

東大阪市
デイサービスセンターハートフル
布施

岸田堂西二丁目１番６号 ０６－６７３０－６５５２

東大阪市
デイサービスセンタービオスの丘
新町

新町１番３０号 ０７２－９８７－７３３８

東大阪市 デイサービスセンターひしの美 南上小阪４番１８号 ０６－６７２５－３２６５
東大阪市 デイサービスセンターひのき 六万寺町二丁目７番４１号 ０７２－９８０－１２３１

東大阪市
デイサービスセンタープラティア
花園

稲葉二丁目１番１３号 ０７２－９６８－６６５５

東大阪市
デイサービスセンターゆうイング
宮﨑

中石切町四丁目１０番１１号 ０７２－９８８－３３２７

東大阪市 デイサービスセンター一休 新池島町一丁目４番２４号 ０７２－９８８－１９５０
東大阪市 デイサービスセンター玉美苑 玉串元町二丁目１２番２０号 ０７２－９６１－２１３７
東大阪市 デイサービスセンター千寿園 南荘町１３番３８号 ０７２－９８３－７７００
東大阪市 デイサービスセンター暖 新庄二丁目１５番２号 ０６－６７４８－３３０６
東大阪市 デイサービスセンター野口 小阪本町二丁目３番５号 ０６－６７２８－８１１２
東大阪市 デイサービスセンター野口Ⅱ 永和三丁目６番５号 ０６－６７２３－４１２６
東大阪市 デイサービスドリーム横小路 横小路町二丁目３番４３号 ０７２－９８５－５９０５
東大阪市 デイサービスなごみ 花園東町一丁目２番２１号 ０７２－９６５－１１８０

東大阪市 デイサービスゆいの里宝持
宝持二丁目２番２３号　宝持プラ
ザ１階

０６－６７２５－９３５０

東大阪市 デイサービスゆうそら 鴻池徳庵町７番２３号 ０６－４３０６－５０６６
東大阪市 デイサービスりんく東大阪 新鴻池町１５番１７号 ０７２－９６１－１７１７
東大阪市 デイサービスロクマ 足代北一丁目１番３号 ０６－６６１８－６２６０
東大阪市 デイサービス一休加納 加納六丁目１５番１５号 ０７２－８７１－１９１７
東大阪市 デイサービス一休池島 新池島町二丁目２０番３６号 ０７２－９８５－１９５０

東大阪市
デイサービス恩返しの会東花園
の家

吉田五丁目６番２０号 ０７２－９６５－１１５０

東大阪市 デイサービス花さぶろう 足代三丁目８番１０号 ０６－６７５３－８７２８
東大阪市 デイサービス鴻の里 三島一丁目６番１４号 ０６－６７４４－１２１２
東大阪市 デイサービス三ノ瀬 三ノ瀬一丁目９番３号 ０６－６７２２－６５６８
東大阪市 デイサービス福ちゃん 吉田六丁目７番４０号 ０７２－９６６－６７７９
東大阪市 デイサービス福ちゃん玉串 玉串元町二丁目６番１６号 ０７２－９６１－９１１９
東大阪市 デイサービス悠悠舎 若江東町五丁目１番３４号 ０６－６７２５－２２３３
東大阪市 とーますデイサービスセンター 足代二丁目６番６号 ０６－６７２６－８８８８

東大阪市
ナチュラルケア小若江こもれび
倶楽部

小若江二丁目４番３９号 ０６－６７３０－８２５５

東大阪市 ニコニコデイサービス 荒川三丁目２５番２５号 ０６－６７２７－６３２８
東大阪市 ニコニコデイサービスみと 近江堂三丁目１４番３５号 ０６－６７２３－２５２５
東大阪市 はなぞのデイサービスセンター 玉串町西一丁目４番４０号 ０７２－９６３－６０５０
東大阪市 はまなすデイサービスセンター 出雲井本町２番２８号 ０７２－９８８－２４１７
東大阪市 ビーナスクラブ河内小阪 小阪本町一丁目１２番１８号 ０６－６７２８－２２１１
東大阪市 ひなたぼっこデイサービスセン 横沼町一丁目１３番６号 ０６－６７２２－８７９０
東大阪市 ヒノデデイサービスセンターくさか 日下町三丁目７番１６号 ０７２－９２１－１６６６
東大阪市 ヒューマンライフケア大蓮の湯 大蓮東三丁目１４－１０ ０６－６７２４－６６７０
東大阪市 ヒューマンライフケア東大阪の湯 菱江六丁目２番２２号 ０７２－９６０－０５７５

東大阪市
フォレストガーデン デイサービス
センター

池之端町５番４３号 ０７２－９８３－６６０５

東大阪市 ポシブル八戸ノ里 御厨東二丁目１番６号 ０６－６７８１－５１６１
東大阪市 ほほえみの郷 上四条町１１番２８号 ０７２－９８０－７０６０



東大阪市 まごころデイサービス 荒川三丁目１番３０号 ０６－６７５３－７８３２
東大阪市 みかげデイサービス 近江堂三丁目９番４号 ０６－６７２３－２０５０
東大阪市 みくりやデイサービス 御厨栄町一丁目７番２２号 ０６－６６１８－６６８８
東大阪市 みずほデイサービス 小若江一丁目１１番３３号 ０６－６７２２－４１６５
東大阪市 ミック健康の森　布施 三ノ瀬３－１－２４ ０６－４３０６－４１３０
東大阪市 みのわの里デイサービスセン 古箕輪１丁目３番２８号 ０７２－９６４－０３０８

東大阪市
メルテルホームデイサービスセン
ター

西岩田四丁目４番８２号 ０６－６６１８－１３２０

東大阪市 らいぶ
荒川二丁目３番４号東大阪商工
会館ビル１階

０６－６７３０－８２１７

東大阪市
ライフケアひまわり東山デイサー
ビスセンター

東山町１８番２８号 ０７２－９４０－７９００

東大阪市 リープデイサービスセンター
横沼町三丁目３番３号　レジデ
ンス双和１階

０６－６７３０－７７１８

東大阪市
リハパーク　デイサービスセン
ター

小阪２－１１－１８エステートビ
ル１階

０６－７１６１－９８３１

東大阪市
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ布
施店

足代北一丁目３番２１号 ０６－６６１８－４１４１

東大阪市 リハビリデイサービスきらり 吉原２丁目９－５６ ０７２－９８３－５０３６

東大阪市
リハビリテーションデイサービス
すいぞくかん

稲田本町三丁目４番１７号 ０６－６７４８－８１１５

東大阪市
レーベンズポルトデイサービスセ
ンター

長栄寺２１番２４号 ０６－６７８３－０１００

東大阪市
レーベンズラウムデイサービスセ
ンター

高井田元町一丁目１９番２４号 ０６－６７８２－１３１２

東大阪市 愛ケアデイサービスセンター
俊徳町三丁目７番３２号ハイツ
福徳１０１－１０３

０６－６７３６－００３９

東大阪市
医療法人篠原会篠原クリニック
デイ・サービスセンター

岩田町五丁目１７番１０号 ０７２－９６２－００７７

東大阪市
医療法人隆星会デイサービスオ
アシスきずり

衣摺二丁目９番１３号 ０６－６７２３－０２８８

東大阪市 介護サービス憩いの森 寿町一丁目１番３５号　ハイツ吉 ０６－６２２４－５７００
東大阪市 介護センターふれあい広場 長田中一丁目２番３１号 ０６－６７８８－７９８０

東大阪市 介護まる
荒本新町６番２９号マンションプ
レザント１Ｆ

０６－６７８２－７０３０

東大阪市 喜里川デイサービスセンター 喜里川町１２番１号 ０７２－９８５－１２３２
東大阪市 玉串デイサービスセンターあいあ 玉串町東二丁目１番３５号 ０７２－９６８－６１７７
東大阪市 筋トレデイサービスビーボ 下六万寺町３－６－５１ ０７２－９８２－７８６２
東大阪市 健康リハビリデイサービスセン 鴻池本町６番２８号 ０６－６７４７－２５１８

東大阪市 健心布施
長堂三丁目２番２２号あすなろ
ビル

０６－４３０６－４３１８

東大阪市 元気館デイサービスセンター 足代南一丁目２番８号 ０６－６７３０－７７６０

東大阪市
五島整形外科デイサービスセン
ター

喜里川町３番２２号 ０７２－９８６－６６６０

東大阪市 七福リハビリデイサービス 永和二丁目２１番６号 ０６－６７２２－０３３３

東大阪市
社会福祉法人ノーブル会老人デ
イサービスセンター（ノーブル）

池島町二丁目１番１号 ０７２－９８０－６３５１

東大阪市
社会福祉法人玉美福祉会デイ
サービスセンター向日葵

玉串町東一丁目１０番２０号 ０７２－９６６－７７５６

東大阪市 寿デイサービス 瓜生堂三丁目１番２号 ０６－６７２１－４５００
東大阪市 春光園デイサービスセンター 横枕８番３４号 ０７２－９６０－８５５５

東大阪市
総合福祉ツクイきずりデイサービ
スセンターふれあい

衣摺二丁目１８番１７号 ０６－６７３０－９５００

東大阪市 茶話本舗デイサービス八戸ノ里
中小阪五丁目９番２２号　ｍａｉｓ
ｏｎＧＬ１０２号

０６－６７２０－０３１０

東大阪市 茶話本舗デイサービス瓢箪山 本町２番９号 ０７２－９８１－８４６０
東大阪市 茶話本舗わくわくデイサービス永 永和一丁目２３番２号 ０６－６７２７－０２２５
東大阪市 茶話本舗わくわくデイサービス金 金岡一丁目７番１０号 ０６－６７３０－８８６０

東大阪市
中和会デイサービスセンターとき
めき

御厨東２丁目２番２３号 ０６－６７８１－６４１１

東大阪市
東大阪市立長瀬老人デイサービ
スセンター

長瀬町二丁目１１番１９号 ０６－６７２０－５６５３

東大阪市 特別養護老人ホームたちばなの 岸田堂北町６番１号 ０６－６２２４－５１１１
東大阪市 布市福寿苑デイサービスセン 布市町二丁目１２番２号 ０７２－９８３－２２５５



東大阪市 福安介護センター 楠根一丁目１２番２６号 ０６－６７４４－７４８１
東大阪市 福寿苑デイサービスセンター 出雲井本町３番２５号 ０７２－９８５－７７７１
東大阪市 牧野病院デイサービスセンター 太平寺一丁目１０番２０号 ０６－６７２７－３３２２

東大阪市 夢のデイサービス ケアフル布施
長堂一丁目５番６号布施駅前セ
ントラルビル

０６－６２２４－７１１０

東大阪市 弥刀デイサービスセンター 友井四丁目８番３８号 ０６－６７２５－６８２１
東大阪市 癒しの森デイサービス 小阪本町一丁目７番８号 ０６－６７３０－８８８８
東大阪市 友井２丁目デイサービス 友井二丁目２５番３４号 ０６－６７３０－８０９８

東大阪市
老人デイサービスセンター「ビオ
スの丘」

善根寺町一丁目５番３１号 ０７２－９８６－０００３

東大阪市
老人デイサービスセンターアンデ
スのトマト

桜町９番５号 ０７２９－８４－９２１２

東大阪市 老人デイサービスセンターいちご 池島町八丁目２番１０号 ０７２－９８０－７８５５

東大阪市
老人デイサービスセンターサニー
フラワー

御厨南二丁目６番１１号 ０６－６６１８－６２６２

東大阪市 老人デイサービスセンターもえぎ 下小阪四丁目７番３６号 ０６－６７２７－００３０
東大阪市 老人デイサービスセンター善根 善根寺町一丁目２番１５号 ０７２－９８５－９９３３
東大阪市 檜風呂のデイサービス 上六万寺町５番２８号 ０７２－９８３－１０２６
東大阪市 絆ひだまりの会あいあい俊徳の 俊徳町三丁目６番１３号 ０６－６７２８－２４２４
八尾市 ＹＭＣＡ志紀デイサービス 天王寺屋七丁目１９番地 ０７２－９７０－６２１０

八尾市
アクィテブリハビリテーションデイ
プラザ八尾南　はるか

若林町１－８７ ０７２－９８３－６０６１

八尾市 あすか八尾デイサービスセン 太子堂四丁目２番３３号 ０７２９－２５－７５０１

八尾市
あらたかリハビリテーションセン
ター八尾楠根

楠根町四丁目１５番１号 ０７２－９９０－３３８３

八尾市 エスプリ介護デイサービス 恩智南町五丁目１０３番地２ ０７２－９４０－１００６
八尾市 おもしろいデイ高安町南 高安町南３丁目８２番地 ０７２－９９８－９２２２

八尾市
グランドスマイルデイサービスセ
ンター

八尾木北二丁目４１番地２　あ
ひるビル１階

０７２－９４０－７７３７

八尾市 ケアパートナー八尾 小畑町三丁目６２番地の２ ０７２－９９０－１３３１

八尾市
すまいる元気機能訓練特化型デ
イサービス

南太子堂４－２－４１ ０７２－９９５－３５３３

八尾市 デイサービス　パンダ 春日町１丁目９－２１ ０７２－９２９－９７５５
八尾市 デイサービスいちごいちえ 東久宝寺３－１１－２６ ０７２－９２２－４１６７

八尾市 デイサービスガーデンやお
北本町二丁目１３番１３号　ベル
デ北本町１０１号室

０７２－９２１－４７２６

八尾市 デイサービスくつろぎの里 佐堂町三丁目１番３９号 ０７２－９２９－３１８８
八尾市 デイサービスすいせん 山本町北七丁目８番３号 ０７２－９９２－２７２７
八尾市 デイサービスすずらん八尾 渋川町四丁目９番１号 ０７２－９９１－５２７７

八尾市
デイサービスセンターいきいき工
房八尾

木の本二丁目８番地の１ ０７２－９９０－０６１１

八尾市 デイサービスセンターいのうえ 萱振町五丁目１１番６号 ０７２－９９２－３０２３
八尾市 デイサービスセンターいろり 萱振町三丁目８５番地の１ ０７２－９２８－１６０１
八尾市 デイサービスセンターさとやま 安中町九丁目１番１２号 ０７２－９９０－３１０８
八尾市 デイサービスセンターサポートや 青山町四丁目４番１８号 ０７２９－２５－１１７６

八尾市
デイサービスセンタースローライ
フ歓

太田三丁目４８番地 ０７２－９４８－０２１５

八尾市 デイサービスセンターピュア 郡川二丁目３３番地１ ０７２－９４１－５７５５
八尾市 デイサービスセンターやまなみ 大字都塚５０番地１ ０７２－９９１－８６８０
八尾市 デイサービスセンターやまぶき 東山本新町１丁目９番２４号 ０７２－９２４－２４６８
八尾市 デイサービスセンターよおぎ 八尾木六丁目１００番地 ０７２－９２５－８７２９
八尾市 デイサービスセンター健寿 久宝園三丁目４４番地 ０７２－９２８－２７７０
八尾市 デイサービスセンター寿光園 楽音寺二丁目１２５番地 ０７２－９４０－３１１３
八尾市 デイサービスセンター成法苑 南本町三丁目４番５号 ０７２９－９４－７９００
八尾市 デイサービスセンター中田２号館 中田三丁目４４番地 ０７２－９９２－１５１０
八尾市 デイサービスセンター長寿の里 小畑町３－５３－４ ０７２－９２３－３８３１
八尾市 デイサービスセンター長生園 光南町一丁目４番８号 ０７２－９９１－５８３７
八尾市 デイサービスハート 弓削町一丁目８３番地 ０７２－９２０－２２０１
八尾市 デイサービスはあとふる・あい 天王寺屋五丁目１３３番地 ０７２９－４８－６６０７
八尾市 デイサービスひらおか 本町三丁目４番２号 ０７２－９２０－７４８０
八尾市 デイサービスふく・ふく 南本町二丁目５番５２号 ０７２－９９２－５８１５
八尾市 デイサービスフラワー 山本町北三丁目９番１０号 ０７２－９９７－９５６０
八尾市 はな花デイサービスセンター 安中町五丁目３番１１号 ０７２－９２８－０００２
八尾市 ハピネス八尾デイサービスセン 太田新町三丁目８８番地１ ０７２９－４８－８００８



八尾市 ビーナスクラブ八尾 小阪合町二丁目３番３９号 ０７２９－９０－０５００
八尾市 ヒューマンライフケア山本南 山本町南四丁目１３番２１号 ０７２－９９１－９０９０

八尾市 ヒューマンライフケア八尾の湯
本町一丁目１番１８号　レジデン
ス八楽１０１

０７２－９９６－１０６５

八尾市 ホーム太子堂デイサービスセン 太子堂四丁目１番３２号 ０７２９－９６－００２６

八尾市
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ八
尾山本店

山本町北七丁目８番１号 ０７２－９９０－３５１０

八尾市 リハビリデイサービスフォレスト 北久宝寺一丁目１番３３号 ０７２－９９８－２５３９
八尾市 リハビリ特化型デイサービス歩人 山本町南一丁目７番２６号 ９８３－５３０３
八尾市 わかばデイサービス 沼１丁目６８番地２０ ９４８－５３４５

八尾市
医療法人永光会新井クリニック
デイサービスセンター

久宝園二丁目１２７番地 ９９８－７７１１

八尾市
医療法人幸晴会こうせい苑デイ
サービスセンタ－

北木の本五丁目６番１号 ９２８－０３１３

八尾市
医療法人幸晴会デイサービスセ
ンター中谷

八尾木北五丁目１０７番地の２ ９９３－１２３１

八尾市
医療法人山田医院山田医院デイ
サービスセンタークレイン

山本町四丁目３番３号 ９７０－６０８３

八尾市
医療法人朋侑会リビングデイみ
のり

高安町北三丁目７７番地 ９９６－０１７２

八尾市 河内おんど 北本町一丁目２番２４号 ９３４－５５３３
八尾市 介護予防フィットネスそら 南本町三丁目１番３０号 ９９９－６３３９
八尾市 萱振苑デイサービスセンター 萱振町五丁目１０番地 ９９９－２０７７
八尾市 機能訓練型デイサービスさくら 西山本町一丁目８番４号 ９４４－２５２５
八尾市 今川デイサービスセンター 桜ケ丘二丁目１２１番６ ９９３－５１８８
八尾市 山本苑デイサービスセンター 長池町三丁目２１番地１号 ９９６－５６８１
八尾市 樹楽団らんの家八尾 春日町二丁目６番３号 ９２０－７８０３
八尾市 松本デイサービスセンター 志紀町南三丁目１８０番地 ９４３－００１８
八尾市 信貴の里デイサービスセンター 服部川五丁目７番地２ ０７２９－４１－９９８１
八尾市 茶話本舗デイサービス楽音寺 楽音寺一丁目１０番地 ０７２－９４１－３２８０
八尾市 茶話本舗デイサービス西山本町 西山本町六丁目３番２１号 ０７２－９９８－０３０３

八尾市
茶話本舗デイサービス南本町５
丁目

南本町五丁目１－２８ ０７２－９９１－８１８８

八尾市 長寿デイサービスセンター 宮町一丁目１番５号 ０７２－９２５－０３９０

八尾市
通所介護事業デイサービスセン
ター吉兆苑

幸町六丁目３３番地２ ０７２－９９９－１５００

八尾市 八尾オンドルパン 竹渕西五丁目６２番地 ０６－６７００－９７７３
八尾市 八尾市立デイサービスセンター 南本町八丁目４番５号 ０７２－９９３－０２９４

八尾市
福寿ケアハウスデイサービスセ
ンター

福万寺町三丁目１２番地の２ ０７２－９２５－１１２２

八尾市 有限会社介護ステーションあす 田井中三丁目５１番地 ０７２－９２０－５１１０
八尾市 老原デイサービスセンター愛の 老原一丁目６１番地の３ ０７２－９２８－０２３０

八尾市
老人デイサービスセンターしあわ
せの郷

郡川三丁目８０番地１ ０７２－９４１－１１０２

八尾市 老人デイサービスセンター高秀 桂町五丁目１１番６号 ０７２－９２２－５３５５

八尾市
絆ひだまりの会あいあい久宝寺
の家

久宝寺五丁目４番１８号 ０７２－９９４－２４２４

柏原市 くまの手国分リハビリデイ
国分本町二丁目３番２３号アメ
ニティハイツ１階

０７２－９７５－２１２３

柏原市
グリーンデル柏原デイサービス
センター

大字青谷５０番地 ０７２－９７９－０３３０

柏原市 つつみの里デイサービスセン 河原町２－３２ ０７２－９７１－００１１
柏原市 デイサービスあきやまじゅく 法善寺四丁目３３６番地の１３ ０７２－９７３－３９９９
柏原市 デイサービスきょうこちゃんち 大正二丁目８番５号 ０７２－９７０－３８６０
柏原市 デイサービスステーション四葉 本郷五丁目９２７番地の３ ０７０－５６６２－６０８０
柏原市 デイサービスセンターすずらん 大県四丁目１８番１７号 ０７２－９７２－５７３５
柏原市 デイサービスセンターつばき柏原 玉手町１８番５１号 ０７２－９７６－１１６５
柏原市 デイサービスゆうちゃん 安堂町１番３０号 ０７２－９７３－２２６５
柏原市 でいるーむ・かがやき 上市三丁目１３番１６号 ０７２－９７３－５１０６
柏原市 はくとうデイサービスセンター 大字青谷２１０４番地１ ０７２－９７９－０２６０
柏原市 ハローデイサービスセンター 大県四丁目１０番４号 ０７２－９７０－００１０
柏原市 ハローデイサービスセンター本郷 本郷二丁目５番３号 ０７２－９７３－００１１
柏原市 リハビリデイサービスなでしこ 大正三丁目１番３号大清ビル２ ０７２－９４０－７０４５
柏原市 国分デイサービスセンター愛の 田辺一丁目１３番１２号 ０７２－９７５－２３００



柏原市 松本デイサービスセンター国分 国分市場二丁目９番２６号 ９７５－００１２

柏原市
第二好意の庭デイサービスセン
ター

国分市場一丁目９番４５号 ９７６－００９１

柏原市
柏原市デイサービスセンター玉
手山

旭ケ丘一丁目９番３０号　柏原
市老人福祉センター内

９７６－３５９０

柏原市 柏原寿光園デイサービスセン 大字安堂１００８番地 ９７３－３０２２
松原市 アイデイサービスセンター 東新町四丁目１１番２号 ３３６－０３３３
松原市 アクティブデイサービス 天美我堂一丁目７番地Ｆ－１１４ ２８９－８１５１
松原市 デイ・ケア遊Ｙｏｕサロン 南新町一丁目１番７号 ３３３－１００７
松原市 デイサービスセンターｃｏｃｏｒｏ大 大堀二丁目１８番１４号 ３３９－１２７２
松原市 デイサービスセンターうえだ 上田八丁目１１－１１ ３３９－１６６２
松原市 デイサービスセンターひまわり 田井城六丁目２８２番地２ ３３４－７２２１
松原市 デイサービスセンター華まつばら 松ケ丘一丁目１０番６１号 ３３６－４１８７
松原市 デイサービスセンター田坐 田井城一丁目１７７番地の１ ３３２－８０６７

松原市
デイサービスはつらつ館　松原
松ヶ丘

松ケ丘２丁目２９－１０ ３３８－５０７６

松原市 デイサービスまぁる 別所五丁目２１番２４号 ３３９－６０７０
松原市 デイサービスユニール 新堂三丁目１３番２１号 ３３２－３２１７
松原市 デイセンターリハビリプラザ松原 松ケ丘三丁目４番１０号 ３３９－２３３０
松原市 デイハウス若葉さんち 若林一丁目１番２３号 ３３６－８８８０
松原市 ニチイケアセンター松原 三宅中三丁目１６番２号 ３３９－５９７５
松原市 パームコートデイサービスセン 阿保三丁目６番１８号 ３３７－８６８６

松原市
まつばら駅前デイサービスセン
ターおおぞら

上田四丁目３番３２号 ３３８－０２８８

松原市
社会福祉法人松原市社会福祉
協議会デイサービスセンター

天美東七丁目１０３番地　松原
市デイサービスセンター内

３３２－６１２３

松原市 寿里苑サラデイサービスセンター 丹南四丁目１７２ ３３７－７５５５
松原市 松原ケアセンターそよ風 天美我堂七丁目４６３番地 ３３７－８１７１
松原市 青山デイサービス松原 一津屋三丁目１番１６号 ３３５－４１２６
松原市 茶話本舗デイサービス松原 小川一丁目１２番１６号 ３３０－１５６０
松原市 遊づるデイサービスセンター 岡一丁目１８４番地の１ ３３５－０１１０

羽曳野市 アンジュデイサービスセンター 野３７１番地 ０７２９－３６－１２１２
羽曳野市 サンリツシステム工業株式会社 西浦６－２－２０ ０７２－９２７－１１９８
羽曳野市 スマイルデイサービスセンター 尺度３８２番地の５ ０７２－９５６－４１６５
羽曳野市 デイ･サービスセンター河原城苑 河原城９２７番地 ０７２９－３８－３９９９
羽曳野市 デイサービスさくら恵我之荘 南恵我之荘三丁目２番２４号 ０７２－９３１－６８８８
羽曳野市 デイサービスさんさん 郡戸３３４番地の９６ ０７２－９５２－３００８
羽曳野市 デイサービスセンターあすくの里 飛鳥１１番 ０７２－９５７－１９０６
羽曳野市 デイサービスセンターさろん 白鳥一丁目７番９号 ０７２－９５９－３７７７
羽曳野市 デイサービスセンターみやび 西浦二丁目１８４４番１ ０７２－９５０－０３８２
羽曳野市 デイサービスセンター羽曳野 古市２２７１番地１１４ ０７２９－５８－９９５１
羽曳野市 デイサービスぶどうの家 駒ケ谷４０４番地 ０７２－９５０－０１５７
羽曳野市 デイサービス元気ほのぼの 西浦六丁目４番１７号 ０７２－９５６－９０００
羽曳野市 デイサービス神田 駒ケ谷１１１８番地 ０７２－９５０－０７１０
羽曳野市 デイサービス桃源郷 古市六丁目１３番２１号 ０７２－９５０－３１１１
羽曳野市 デイセンターリハビリプラザ羽曳 樫山４５番１ ０７２－９３１－２７７１
羽曳野市 ときよしリハビリルーム島泉 島泉八丁目１５番７号（西側） ０７２－９５４－３３１３
羽曳野市 はぴねす軽里 軽里二丁目１４番地の５ ０７２－９５０－１２００
羽曳野市 ビーナスクラブ高鷲 島泉九丁目１４番３号 ０７２９－３１－１１７７
羽曳野市 ホープスデイサービスセンター 伊賀三丁目１８番１号 ０７２－９３７－５５１５

羽曳野市
医療法人健泉会西松庵たかわし
デイサービス

高鷲七丁目８２番 ０７２－９５３－１５１１

羽曳野市
医療法人健泉会西松庵デイサー
ビスセンター

島泉四丁目３番１８号 ０７２－９５３－３９７４

羽曳野市
医療法人祐青会くすのきデイ
サービス

古市五丁目５番１３号 ０７２－９５７－６５０２

羽曳野市 羽曳が丘第２デイルーム 羽曳が丘三丁目２０番２号 ０７２－９５０－１８７７
羽曳野市 羽曳野ひまわりデイサービス 伊賀五丁目７３８番地の１ ０７２－９３９－６３００

羽曳野市
羽曳野医療生活協同組合デイ
サービス竹の郷

羽曳が丘西五丁目１番４号 ０７２－９５０－０２５５

羽曳野市 四天王寺悲田院デイセンター 学園前六丁目１番１号 ０７２－９５７－７５１３
羽曳野市 青山デイサービス伊賀 伊賀四丁目７番６号 ０７２－９５４－４１２６
羽曳野市 茶話本舗デイサービス羽曳が丘 羽曳が丘西一丁目２番地３９ ０７２－９５６－７２５０
羽曳野市 通所介護ゆうゆうハウス 樫山９６番１０ ０７２－９３１－１６１６



羽曳野市
通所介護事業所デイサービスエ
ンジョイ

白鳥二丁目１６番２９号　Ｈ＆Ｋ
ビル

０７２－９５７－６８１８

藤井寺市 デイサービスステップ 野中一丁目４４番地１１ ０７２－９３９－５３３２
藤井寺市 デイサービスセンターつどうホー 小山三丁目１５１番地の１ ０７２－９５３－０２４８

藤井寺市
デイサービスセンターどうみょうじ
高殿苑

道明寺三丁目２番２号 ０７２－９３６－３５１５

藤井寺市 デイサービスセンターひかり 惣社二丁目５番１５号 ０７２－９５２－３７８８
藤井寺市 デイサービスセンター第２ひかり 惣社二丁目６番１７号 ０７２－９３０－３７８８
藤井寺市 デイサービス元気藤井寺 古室一丁目９番２７号 ０７２－９３７－５３０１
藤井寺市 デイサービス野中 野中１丁目１００番１ ０７２－９３６－４１２６

藤井寺市
デイセンターリハビリプラザ藤井
寺

藤井寺二丁目５番４号ＮＴＴ藤井
寺ビル１階

０７２－９７９－７７０１

藤井寺市 デイルーム藤井寺 岡一丁目２番１９号 ０７２－９３１－２４３５
藤井寺市 介護事業所可児デイサービス 藤ケ丘四丁目６番２０号 ０７２９－５５－１８４７
藤井寺市 青山デイサービス道明寺 道明寺五丁目３番１１号 ０７２－９３０－４１２６
藤井寺市 藤井寺デイサービスセンター 藤井寺四丁目１１番７号 ０７２９－５２－０００８

大阪狭山市 くみのき苑デイサービスセンター 東茱萸木四丁目１９７７番地 ３６８－２７７７
大阪狭山市 デイサービスＡＱＵＡくみのき 池之原三丁目５６４番地１ ３６０－２０９０
大阪狭山市 デイサービスセンターさんSUN 今熊１丁目６２番地の４ ２８９－７９７５
大阪狭山市 デイサービス狭山 狭山二丁目９０２番４ ３６８－７５５３
大阪狭山市 ファヴォーレ・デイサービスセン 大野西５６６番地の２ ３６７－２１１１
大阪狭山市 フレスコデイサービスセンター 大野西７４２番地の１１ ３６７－２１１１
大阪狭山市 リハビリデイサービスおもちゃ館 西山台六丁目１６番５号 ３６５－６６８８

大阪狭山市
寿里苑花舞の郷デイサービスセ
ンター

東池尻四丁目１３３６番１ ３６７－４１８７

大阪狭山市
老人デイサービスセンター陽だま
りの丘

大野台一丁目１４番２０号 ３６５－７０６０

富田林市
エスコープ大阪デイサービスより
あい金剛

久野喜台一丁目２４番２号 ０７２１－４０－１１４７

富田林市 オレンジ荘デイサービスセンター 大字龍泉８７７番地７８ ０７２１－３３－０９１１

富田林市
サンキューネット・デイサービスセ
ンター

五軒家一丁目４番１１号 ０７２－３６５－２３５９

富田林市 つづ山ケアセンター 廿山一丁目８番２０号 ０７２１－２８－３６０１
富田林市 デイサービスあすなろ 梅の里二丁目１１番１８号 ０７２１－２５－５５０７
富田林市 デイサービスあんずの木 大字佐備１０６２番地乙 ０７２１－６５－８０２２
富田林市 デイサービスおもちゃ館 向陽台二丁目１３番９号 ０７２１－２９－７０８７
富田林市 デイサービスすまいるセンター 若松町一丁目１９番１０号 ０７２１－２５－９１０１
富田林市 デイサービスセンターうぐいすの 梅の里二丁目７番２９号 ０７２１－２５－５６８８

富田林市
デイサービスセンターゆう指定通
所介護事業所

新家二丁目１４番５０号 ０７２１－２５－６５８１

富田林市 デイサービスやまぼうし 梅の里二丁目１０番１３号 ０７２１－２４－５１５１
富田林市 デイサービス富田林 喜志町三丁目６番７号 ０７２１－２３－００７７
富田林市 デイサービス木の実の森 甲田二丁目２０番１４号 ０７２１－２４－３６３０
富田林市 デイセンターリハビリプラザ富田 高辺台一丁目７番１８号 ０７２１－２９－２８４０
富田林市 フォーライフデイサービスセン 寿町四丁目１９番２号－１ ０７２１－２３－７８８１

富田林市
フォーライフデイサービスセン
ター錦織

錦織東二丁目９番８号 ５５－３３０５

富田林市 ほがらか 向陽台五丁目７番１０号 ２８－０６０４

富田林市
医療法人今城クリニックデイサー
ビスセンター

向陽台一丁目４番１７号 ４０－１３１０

富田林市
医療法人祐青会ゆうせいデイ
サービスセンター

喜志町三丁目１３番１０号 ２４－２１５９

富田林市
株式会社せいきやすらぎの村デ
イサービスセンター

向陽台二丁目２番１２号 ４０－１３５０

富田林市 喜志菊水苑デイサービスセン 喜志町三丁目１番３３号 ２６－００５６
富田林市 錦織荘デイサービスセンター 錦織東三丁目４番１８号 ２６－１１８７

富田林市
社会福祉法人富田林市社会福
祉協議会デイサービスセンター
かがりの郷

南大伴町四丁目４番１号　富田
林市立コミュニティセンター内

２０－６０７３

富田林市 春の家デイサービスセンター 大字佐備２４９７番地５ ３３－２９４０
富田林市 天寿園須賀 須賀一丁目１番１１号 ２８－１０４０
富田林市 柳生会通所介護事業所 東板持町一丁目３番３３号 ３４－８６１６

富田林市
老人デイサービスセンター友愛
の里錦織

錦織南二丁目７番５号 ２６－０６１２



太子町 デイサービスＧＯＹＡ 大字山田２６５２番地の４ ６９－６６６７
太子町 デイサービスセンター春日 大字春日１８９番地 ９８－６８３３
太子町 デイサービスセンター美野の里 大字山田２５５０番地 ９８－５３００
太子町 でいるーむコスモス 大字山田７７番地５ ９８－３６９９
河南町 デイサービスセンター白ゆり 大宝一丁目３２番３６号 ９３－１０４３
河南町 菊水苑デイサービスセンター 大字加納元南１７番地 ９３－４６７８
河南町 老人デイサービスセンターカナン 寛弘寺１０１番地 ９０－３２０３

千早赤阪村 やすらぎ倶楽部 大字小吹６８番地の８２７ ７２－１４７０

千早赤阪村
千早赤阪春の家デイサービスセ
ンター

大字東阪１２２－１番地 ７０－２８２８

河内長野市 ＳＵＭＩＫＡ 北青葉台３番４号 ６４－８２１７
河内長野市 アニマート清見台デイセンター 清見台１－１５－３ ８１－０５１０

河内長野市
くみのき苑ディサービスセンター
千寿

木戸二丁目３３番５号 ５０－１０４０

河内長野市
ケアセンター通所介護ドリーム三
日市

三日市町２１５番地１ ６２－８２８８

河内長野市 さくら苑 天野町６８２番１ ５５－７５１８
河内長野市 デイサービスかれん 南花台四丁目１８番２３号 ６２－４７０４

河内長野市
デイサービスセンタークローバー
の丘

小塩町４３１番地３ ６０－１１００

河内長野市 デイサービスセンターただいま 昭栄町２番１４号 ５２－３０７８
河内長野市 デイサービスセンターふれあい 上田町１５５番地５ ６５－１８１８
河内長野市 デイサービスセンターまごころ 小塩町２９４番地の１ ６３－０７６４
河内長野市 デイサービスセンターみかん 原町一丁目２０番２１号 ５０－０１１７
河内長野市 デイサービスセンター泰昌園 寺元９２８番地 ６３－０１７１

河内長野市 デイサービスセンター陽気
中片添町１０番１３号ラ・メゾン
ＭＳⅡ１０３号

８１－２２７９

河内長野市 デイサービスそよ風 大矢船南町３５番２号 ２６－７７６２
河内長野市 デイサービスヒーリング 木戸町６７８番地の１ ２６－９６３３
河内長野市 デイサービス美楽来る 加賀田３８０番地の５ ６０－５５７７
河内長野市 ヒューマンライフケア河内長野の 原町六丁目６番１０号 ５２－１５６０

河内長野市
医療法人健真会福寿デイサービ
スセンター

西代町２番１２号 ２６－７７１１

河内長野市
株式会社せいきやすらぎの村デ
イサービスセンター河内長野

西之山町７－２ ５０－００２１

河内長野市 居宅生活支援クラブ 南ケ丘２７番２号 ６３－３０５０
河内長野市 憩亭 大矢船南町２４番４号 ８１－２０１９
河内長野市 三日市リハビリデイサービス 東片添町２８番１号 ２１－３５８３
河内長野市 寿里苑デイサービスセンター 小山田町４４８番地の２ ５２－３８８８

河内長野市
寿里苑加賀田デイサービスセン
ター

加賀田３０４７番地の１ ６０－３８８８

河内長野市 生登福祉ケアセンター 高向２７４番１ ５０－０１０１
河内長野市 第二居宅生活支援クラブ 大矢船北町１４番１６号 ６８－８５５５
河内長野市 宅老所年年歳歳 南青葉台２３番２８号 ６２－５５１６
河内長野市 通所リハビリデイかわちの森 向野町３０４番地の１ ５２－２０５１
河内長野市 老人デイサービスセンター翠浩 松ケ丘中町１４５４番地の１ ５３－５５６５

和泉市
アビリティーズ・デイサービス和
泉府中

府中町六丁目１１番１９号 ４７－１１２１

和泉市 いずみフレンド館あやとり 幸二丁目８番１７棟１０１号 ４６－３８０４

和泉市
カーサのぞみ野デイサービスセ
ンター

のぞみ野二丁目１２６４番３号 ５５－３５７７

和泉市 きよかぜデイサービス 寺田町二丁目１番１号 ４６－８４７０
和泉市 ケアセンター万年青 寺田町二丁目４番３１号 ４３－４４０６

和泉市
ケアテック和泉デイサービスセン
ター

箕形町四丁目２番３５号 ５４－１１４７

和泉市 サニーヴィラデイサービスセン 府中町五丁目８番１４号 ４５－４５６５
和泉市 ツクイくずのは 葛の葉町二丁目２番２号 ４７－６６０２
和泉市 デイサービスくろーばー 一条院町４４番地の１ ４４－９６０８
和泉市 デイサービスくろとり山荘 山荘町２８９番２ ４０－３３８１
和泉市 デイサービスセンターサザンパー 和気町２丁目３番７号 ４０－３８８０

和泉市
デイサービスセンターハートフル
サンク

唐国町一丁目３番３１号 ５３－０５５１

和泉市 デイサービスセンターゆすら 仏並町２６５番地 ９２－３２２０
和泉市 デイサービスにぎわい家 王子町三丁目１８番１５号 ５８－６３６８



和泉市 デイサービスひだまり苑 池田下町１７６３番地の１ ５７－１９１１
和泉市 デイサービスまいる 万町６２番地の３ ０７２５－５６－３０９９
和泉市 デイサービスやわらぎ和泉 阪本町４２６番３ ０７２５－４０－４７２１
和泉市 デイサービス花の家 唐国町三丁目６番１号 ０７２－５５３－５５０７
和泉市 デイサービス黒鳥ゆかりの里 黒鳥町１丁目１４番１８号 ０７２５－３９－１１２４
和泉市 デイサービス笑助 池田下町２８６６番地の６ ０７２－５２４－５１７１
和泉市 デイサービス麻呂安 寺田町三丁目１番４号 ０７２５－４６－６６８０
和泉市 デイハウスさくら苑 阪本町３７７番地の４ ０７２５－９２－５６６５
和泉市 ビーナスクラブ室堂 室堂町５２番地の１ ０７２５－５０－４４６７
和泉市 ピープルデイサービスセンター和 和気町二丁目１３番３５号 ０７２５－４７－３３５３
和泉市 ビオラ和泉デイサービスセンター 和気町三丁目５番１９号 ０７２５－４６－０４６０
和泉市 ひかりの園デイサービス 下宮町１４１番地１ ０７２５－９２－１２２５
和泉市 ファクトデイサービス 伯太町二丁目１番１３号 ０７２５－４６－５９１１
和泉市 リハビリデイサービス　かえる 富秋町２丁目８番１３号 ０７２５－４３－４９７６
和泉市 リハビリ専科グリーンデイ 尾井町３４３番地 ０７２５－４０－３３３５
和泉市 わが家いずみふちゅう 府中町八丁目２番２２号 ０７２５－４６－７５０１

和泉市
医療法人岡本会 ライムリハビリ
センター

観音寺町８４７番地の２ ２４－６０５４

和泉市 光明荘デイサービスセンター 伏屋町三丁目８番１号 ５６－１８８２

和泉市
財団法人和泉市福祉公社通所
介護事業所

幸二丁目６番１９号 ４１－３６０７

和泉市 茶話本舗デイサービス箕形之家 箕形町三丁目５－１８ ５８－７４２０

和泉市
鶴山台リハビリデイサービスセン
ターえがお

鶴山台二丁目１番１－１０７号 ４５－１２３３

和泉市 麦の里 府中町六丁目１４番１５号 ４４－１７３０
和泉市 北信太老人デイサービスセン 上町４０３番地の１ ４６－１２１１
和泉市 有限会社トロッコ・ハウス 小田町一丁目１番７号 ４０－６３３５

和泉市
有限会社通所介護サービス泉の
ふるさと

箕形町三丁目２番３３号 ３８－２３４５

和泉市 老人デイサービスセンターつるや 鶴山台二丁目４番５０号 ４６－９９２２
高石市 あしすとデイサービス高石 千代田一丁目５番１０号 ０７２－２６５－３４５５

高石市
ウィステリアデイサービスセン
ターひまわり

千代田五丁目２０番７号 ０７２－２６１－５８３４

高石市 たんぽぽの家 東羽衣七丁目６番１６号 ０７２－２６７－１１２０
高石市 ツクイ羽衣 羽衣五丁目１６番８号 ０７２２－６９－１７１７
高石市 デイサービスあんず高石 西取石七丁目１０番１２号 ０７２－２７６－４０３１
高石市 デイサービスさくらの希 高師浜一丁目８番１３号 ０７２－２６７－０３２５

高石市
デイサービスセンターいきいき工
房高石

綾園一丁目１２番２１号 ０７２－２６７－６８５０

高石市 デイサービスセンタークレール 西取石五丁目３番１３号 ０７２－２６１－８６０１
高石市 デイサービスセンターたかいし苑 取石三丁目４番７３号 ０７２－２７５－０５２５
高石市 デイサービスたんぽぽ 東羽衣五丁目１２番１１号 ０７２－２６８－６５５０
高石市 デイサービス蝶ちょ 千代田一丁目２５番１５号 ０７２－２６６－６６００
高石市 高石老人デイサービスセンター 取石五丁目８番１５号 ０７２－２７５－１０３１
高石市 耳原高石デイサービスセンター 加茂一丁目１番５号 ０７２－２６５－８１１０

高石市
体力づくり専門デイサービス
フォーエスト

綾園一丁目１１番２０号 ０７２－２６１－３２７７

泉大津市 ＤＳイーデンホール松ノ浜 二田町一丁目１１番６号 ５１－７７４１

泉大津市
オズだいすき倶楽部デイサービ
スセンター

池浦町三丁目１０番１６号 ３２－８３３０

泉大津市 オズデイサービスセンター 菅原町１０番３３号 ３３－６００１
泉大津市 デイサービス　タタミ 東雲町４－２６ ２２－５００２
泉大津市 デイサービスあうる 森町二丁目１５番３号 ２６－２２３０
泉大津市 デイサービスさくら泉大津 昭和町３－２９ ２０－６０３３
泉大津市 デイサービスセンター覚寿園 曽根町二丁目２番３８号 ３３－１０００
泉大津市 デイサービスはなあかり 助松町三丁目１番２５号 ２６－００８６
泉大津市 デイサービスわたぼうし 森町二丁目４番２３号 ３９－００２０
泉大津市 デイサービス光 森町二丁目８番１号 ２２－２８１３
泉大津市 デイサービス若宮の杜 若宮町４番３２号 ２６－３３１７
泉大津市 デイサービス寿里庵 千原町二丁目８番１８号 ５８－７２０１
泉大津市 デイサービス太陽の光り 千原町二丁目１５－２５ ９２－９１１９
泉大津市 デイサービス風花 東助松町二丁目１０番９号 ２０－０８５５
泉大津市 ドリーム介護ステーション 神明町３番２４号 ３３－６１６２



泉大津市
パナソニックエイジフリー泉大津
デイセンター

我孫子１５０番地 ２２－０１７３

泉大津市 ヒューマンライフケア泉大津の湯 虫取町二丁目６番４３号 ２０－５２５８
泉大津市 やすらぎの介護シャローム泉 池浦町五丁目１２番１３号 ２０－６６３３
泉大津市 リハビリでいさーびす元気や 東雲町８番８号 ２０－０６５０

泉大津市
ローズガーデン条南苑デイサー
ビスセンター

東豊中町二丁目３番２４号 ４０－６７０１

泉大津市 わが家いずみおおつ 旭町４番１号 ２６－２０１１

泉大津市
医療法人穂仁会アザリアデイ
サービスセンター

我孫子６３４番地 ２０－５８３０

泉大津市 茶話本舗デイサービス我孫子之 我孫子２０－１－Ａ ２０－６９５０
泉大津市 百楽園デイサービスセンター 板原町一丁目９番１８号 ２１－１２５０

忠岡町
ＮＰＯデイサービスよりあい倶楽
部忠岡

忠岡南一丁目３番１９号 ２０－６４６０

忠岡町 デイサービスセンターほがらか 忠岡東二丁目１４番６号 ３１－８２６６
忠岡町 デイサービスセンター健樂舎隠 高月南二丁目４番４１号 ３１－００３３
忠岡町 デイサービスセンター健樂舎母 北出三丁目３番２０号 ２０－０１２１
忠岡町 デイサービス花れん 馬瀬三丁目１０番１３号 ３２－３０３３

忠岡町
ピープルデイサービスセンターた
だおか

高月北一丁目１１番３号 ４６－３３３３

忠岡町 レストランディきらら 忠岡北二丁目１１番２４号 ２２－１２２８

忠岡町
有限会社あんずデイサービスセ
ンター

馬瀬一丁目９番２号 ３３－４１６５

忠岡町 療養通所介護アネトス 忠岡東一丁目１５番２８号 ３２－２８８４
岸和田市 ＮＰＯデイサービスあおぞら 磯上町５丁目１９番１４号 ４３２－８２２２

岸和田市
ＮＰＯデイサービスよりあい倶楽
部岸和田

磯上町一丁目１７番８号 ４３６－０７６５

岸和田市 ＯＫハウス
小松里町２０６５　コマツビル１０
５号

４９３－２９５１

岸和田市 ＯＫハウス友 小松里町２０６４ＭＫビル１０１号 ４４１－５４５５
岸和田市 アムールデイサービス岸和田 池尻町６８６番地の７ ４４１－４１１１
岸和田市 あれぐりあ春木 春木若松町６番６号 ４３７－６１７０
岸和田市 エイトデイサービス 上松町４番地５ ４２８－０８８５
岸和田市 グリースマイル 加守町二丁目６番２号 ４２２－５２６０
岸和田市 そよかぜデイサービスセンター 八阪町三丁目１５番１３号 ４３８－８７０１
岸和田市 チェリーくめだデイサービスセン 岡山町８０番地の３ ４４４－５４５５
岸和田市 つじいリハビリ・デイサービス 小松里町１２３０番地 ４４５－０８４７
岸和田市 デイサービス・サン 池尻町９５番地の１９ ４４４－５７０６
岸和田市 デイサービスＡＱＵＡ（アクア） 沼町２１番８号　エクセルビル３ ４３９－１１５５

岸和田市 デイサービスいろは
春木本町９番１１号サンローゼ
春木１Ｆ

４５７－１２８４

岸和田市
デイサービスケアネット徳洲会岸
和田

磯上町四丁目２２番４０号 ４３６－０５５０

岸和田市 デイサービスじーばーず 春木宮本町８番１６号 ０７２－４６８－８９８０
岸和田市 デイサービスセンターいなば荘 稲葉町１０６６番地 ０７２４－７９－１５１５
岸和田市 デイサービスセンターコリオン 南上町一丁目４１番１３号 ０７２－４３０－３３３２

岸和田市
デイサービスセンターニッケ銀羊
苑岸和田

額原町１０１２番地 ０７２－４４５－７３６７

岸和田市 デイサービスセンターみのり 河合町８７６番地の１ ０７２－４２１－３９１１
岸和田市 デイサービスセンターゆめ工房 尾生町三丁目５番２号 ０７２－４４８－７１１７
岸和田市 デイサービスセンター幸福荘 神須屋町４１０番地の３ ０７２－４２７－８６１８
岸和田市 デイサービスセンター青い鳥 西之内町７番２１号 ０７２－４３７－６３５８
岸和田市 デイサービスセンター美 西大路町３番地の１ ０７２－４４５－２９２０
岸和田市 デイサービスセンター和み家 畑町三丁目１４番１１号 ０７２－４２８－７５３０
岸和田市 デイサービスセンター凛花苑 下野町一丁目１１番２３号 ０７２－４２７－８０８８
岸和田市 デイサービスときわ 上松町１１５番地 ０７２－４３９－７２１０
岸和田市 デイサービスハートフル泉州 磯上町五丁目６番１号 ０７２－４３０－６６６１
岸和田市 デイサービスはんなり 八阪町三丁目１番７号 ０７２－４３７－４５１０

岸和田市
デイサービスやまだいふれあい
の家

田治米町４２５番地１ ０７２－４４５－７５７５

岸和田市 デイサービス愛の家 尾生町六丁目９番１２号 ０７２－４４３－５３５３
岸和田市 デイサービス春木 春木旭町１０番４号 ０７２－４４５－７７８４
岸和田市 デイサービス中井 中井町二丁目１１番１９号 ０７２－４４５－２６５４
岸和田市 デイサービス門前 真上町３４０番地の２ ０７２－４２６－２２３５



岸和田市 デイサービス遊友 堺町３番１６号 ０７２－４３８－４１７０

岸和田市 デイサービス纒
荒木町一丁目１３－３ライフ
パートⅢ１０１・１０２号室

０７２－４４０－１３１０

岸和田市 デイステーション・ハート 上松町２８０番地４ ０７２－４２０－５７８５
岸和田市 ニチイケアセンターはぶ 土生町二丁目３１番３４号 ０７２－４３０－５９２０
岸和田市 ニチイケアセンター岸和田 磯上町二丁目１番１８号 ０７２４－３０－６７４７
岸和田市 のばなデイサービスセンター 土生滝町６０２番地 ０７２４－２０－６８８８

岸和田市
ピープルデイサービスセンターき
しわだ

尾生町２１３０番地４ ０７２－４４３－０４９３

岸和田市 ヒューマンライフケア岸和田の湯 別所町一丁目１９番３２号 ０７２－４３３－８０７７
岸和田市 みらいケア喜多 中井町三丁目１９番２１号 ０７２－４４１－８２３３
岸和田市 リーブルデイサービス岸和田 土生町二丁目２９番１２号 ０７２－４３７－４３０７
岸和田市 レヴィータデイサービスセンター 中井町二丁目１２番４号 ０７２－４４０－１８１１
岸和田市 ローズファミーユ 土生町１５０５－１ ０７２－４９３－３７５５

岸和田市
医療法人大植医院芙蓉メディカ
ルサポート

大町３６７番地 ０７２－４４３－７０７５

岸和田市
医療法人良秀会デイサービス藤
の華

西之内町２番１３号 ０７２－４３６－２２１７

岸和田市 介護サービスひばり 作才町１１４６番地 ０７２－４３７－７５３０
岸和田市 岸和田デイサービス・和み館 別所町三丁目２６番１０号 ０７２－４３６－８１２３

岸和田市
岸和田デイサービスセンター・フ
ジイ

藤井町二丁目１３番１３号 ０７２４－３６－５１００

岸和田市 元気でレッツゴー久米田池 岡山町５２７番地の２ ０７２－４４１－８１７６

岸和田市
阪南医療生協デイサービス「ひな
た」

大町四丁目１番地１０号 ０７２－４４１－３３１７

岸和田市
阪南医療生協デイサービス「ひま
わり」

荒木町二丁目２番１８号 ０７２－４４１－８８８１

岸和田市
社会福祉法人岸和田市社会福
祉協議会ふれあい朝陽デイサー
ビスセンター

下野町五丁目３番１１号 ０７２－４３２－１８７０

岸和田市
社会福祉法人岸和田市社会福
祉協議会やすらぎ東光デイサー
ビスセンター

別所町三丁目１２番１号 ０７２－４２３－８８６６

岸和田市 社会福祉法人正豊会千亀利荘 積川町３５８番地 ０７２－４７９－１８８５
岸和田市 樹楽団らんの家東岸和田 葛城町１２５０番１１ ０７２－４９３－８２１０
岸和田市 心音リハビリ・デイサービス 上松町４５７番地１ ０７２－４９３－１５２５
岸和田市 神於山園ディサービスセンター 尾生町３１９２番２ ０７２－４２７－１１６５
岸和田市 茶話本舗デイサービス岸和田上 上松町５番地１ ０７２－４９３－６０４３
岸和田市 中央デイサービス 藤井町二丁目５番３４号 ０７２－４３０－２２００
岸和田市 通所介護サービスひかり 土生滝町５３０番地 ０７２－４２６－５５９９
岸和田市 特別養護老人ホーム萬寿園 尾生町８０８番地 ０７２４－４５－０７４９

岸和田市
有限会社Ｓ－プランニングデイ
サービスセンター・心

吉井町三丁目１６番１６号 ０７２－４４０－１１６５

岸和田市 惠デイサービス岸和田 土生町二丁目１１番３３号 ０７２－４３１－６００３
貝塚市 デイサービスあいわ 堤４２５番地の１ ０７２－４３９－１７１４
貝塚市 デイサービスあいわ澤 澤１１８４番地１３ ０７２－４３８－１１１３
貝塚市 デイサービスセンターいこいの家 堤３８番地の４ ０７２－４３１－７７６７

貝塚市
デイサービスセンターいこいの家
福田

福田２５番地の２ ０７２－４３６－０１５１

貝塚市 デイサービスセンターきしまの里 三ツ松８６９番地の１ ０７２－４４６－８２００
貝塚市 デイサービスセンターピース 麻生中５０８番地２ ０７２－４２８－２３４５
貝塚市 デイサービスセンターフィット・貝 石才１４５番地　ライフコート貝 ０７２－４３０－６３１０
貝塚市 デイサービスセンターゆたかの 清児１１０７番地の３ ０７２－４４６－５１４０
貝塚市 デイサービスセンター開夢 脇浜四丁目１０番１号 ０７２－４３７－０３００
貝塚市 デイサービスそらまめ清児 清児４８１－２ ０７２－４４６－７０００
貝塚市 デイサービスめぐみ苑 畠中５９３番地１ ０７２－４３２－０１３３
貝塚市 デイサービスわらべの里 蕎原１９３６番地 ０７２４－７８－８８０８

貝塚市 デイサービス貝塚駅前
中９４３番地１　ミサワレジデン
スＫＡＩＺＵＫＡ２階

０７２－４３６－２２２５

貝塚市 デイサービス遊貝塚東山 東山六丁目９番１６号 ０７２－４４６－２８１０

貝塚市
ネクストりぶり～デイサービスセ
ンター

東山二丁目１番１号 ０７２－４４６－８８８８

貝塚市
プライマリーリハビリ・デイサービ
ス貝塚

麻生中９７３－１ ０７２－４２０－１５６６



貝塚市
医療法人積善会老人デイサービ
スセンター堀

堀一丁目１６番６号 ０７２－４３８－０５３８

貝塚市 貝塚誠心園デイサービスセン 森１１０３番地の２ ０７２４－４６－８０２２
貝塚市 水間ヶ丘デイサービスセンター 水間１３７番１ ０７２４－４６－５５３０

貝塚市 奏リハビリ・デイサービス
半田５９１－８サンプレス半田Ｂ
棟１階

０７２－４２０－０５５７

貝塚市 二色の浜デイサービス 澤１０２８番地の１３ ０７２－４３９－１８２９
貝塚市 白ゆりデイサービス 久保１８０番地１ ０７２－４９６－８７３３

貝塚市
老人デイサービスセンターふれ
あい二色の浜

澤５２５番１ ０７２－４３０－２９４１

貝塚市 惠デイサービスステーション 畠中一丁目２番１９号 ０７２－４３０－５１００

泉佐野市 いきいきデイサービスセンター
日根野４０９７－２　ミヤコピア日
根野１０２号

０７２－４５８－１９９０

泉佐野市 さんぽみち 葵町四丁目１番２０号 ０７２－４６９－０７７７
泉佐野市 スーパーデイサービス泉佐野 新町三丁目１番８号 ０７２－４６１－２２５１
泉佐野市 デイサービスＣｏｃｏＬｏ 南中安松７４９番地１ ０７２－４６６－５１２５
泉佐野市 デイサービスおにおん 鶴原１８０４番地の４ ０７２－４１５－４１５２

泉佐野市 デイサービスセンター ホライズン
鶴原１５０６－１　　レジデンス・
ガラシャ１０１号

０７２－４６４－６９８８

泉佐野市 デイサービスセンター「市民との 長滝１２５５番地の１ ０７２－４６５－２９１４
泉佐野市 デイサービスセンターアムリタ 長滝８４２番地１ ０７２－４６６－６１１１
泉佐野市 デイサービスセンターサザンクロ 大西一丁目１２番１７号 ０７２－４６３－７７３３
泉佐野市 デイサービスセンターひだまり湊 湊二丁目６番４３号 ０７２－４６３－４１２６
泉佐野市 デイサービスセンター笠松 笠松１－８－４ ０７２－４２４－５４５４
泉佐野市 デイサービスセンター犬鳴山荘 土丸３８８番地 ０７２４－６８－０６６１
泉佐野市 デイサービスセンター笑顔のなる 下瓦屋四丁目１番１０号 ０７２－４２５－７０８０
泉佐野市 デイサービスセンター白鷺 羽倉崎上町二丁目３５７８番地 ０７２－４９０－２２１１
泉佐野市 デイサービスそらまめ 長滝２１８９番地の１ ０７２－４６５－８２１１
泉佐野市 デイサービスつばき 日根野２４９６番地の１ ０７２－４６７－４１２６
泉佐野市 デイサービスなかやま 日根野３７３３ ０７２－４６８－０３０３
泉佐野市 デイサービスほのかの里 笠松２丁目７－２８ ０７２－４５７－６１６５
泉佐野市 デイサービスほほえみ 湊３丁目６－７ ０７２－４９３－８１８６
泉佐野市 ディサービスりん 下瓦屋三丁目１番１９号 ０７２－４８７－３９３９
泉佐野市 デイサービス羽倉崎 羽倉崎一丁目１番６２号 ０７２－４６６－３４９１
泉佐野市 なかよしデイサービスセンター 大宮町５番１４号 ０７２－４６４－００１９
泉佐野市 フィットネスデイフィール 高松北一丁目１番２号３階 ０７２－４８６－４０６５
泉佐野市 フクシライフ 上町１－１１－４５ ０７２－４８６－０２９４
泉佐野市 ふれあいデイサービスすみれ 南中岡本１０９番地１ ０７２－４９０－３１１１
泉佐野市 ラポートデイサービスセンター 長滝３６７２番地 ０７２４－９０－２０３０

泉佐野市
医療法人おくの耳鼻咽喉科デイ
サービスみのり

高松北一丁目１番２号　２階・３
階

０７２－４５８－２６３９

泉佐野市 幸デイサービスセンター 東羽倉崎町９番１４号 ０７２－４６６－５７８８
泉佐野市 泉ヶ丘園デイサービスセンター 土丸５３１番地 ０７２－４６７－２１６０

泉佐野市
泉ヶ丘園りんくうデイサービスセ
ンター

りんくう往来南５番１７ ０７２－４５８－２１００

泉佐野市 泉州デイサービス 湊二丁目１番３２号 ４６４－２１０１

田尻町
デイサービスセンターインテ
フィール

りんくうポート北３番２５ ０７２－４６６－２２１０

田尻町
フィオーレ南海デイサービスセン
ター

吉見３２６番地の１ ０７２４－６５－３３８８

熊取町 ケアパートナー熊取 大久保中一丁目１５番２号 ０７２－４５３－７５５１
熊取町 デイサービスいっしん 大宮三丁目７９４－１７ ０７２－４８８－７２３１

熊取町 デイサービスセンターこぢんまり
大久保北二丁目１７番１６号　サ
ニーハイツマツモト１階

０７２－４９３－９４５５

熊取町 デイサービスセンターしんえい 大字小垣内１４４６番地６ ０７２－４５１－３５５５
熊取町 デイサービスセンターにっこり苑 大久保北二丁目１７番１３号 ０７２－４５７－３０３３
熊取町 デイサービスセンター永楽 野田三丁目２４６８番地の８ ０７２－４５３－６１１１
熊取町 デイサービスセンター永楽－２ 野田三丁目２０７０番１ ０７２－４５１－２７８８
熊取町 デイサービスセンター第２弥栄園 大久保南三丁目１５６９番１ ０７２－４５２－７７５２
熊取町 デイサービスセンター弥栄園 大久保南三丁目１３８０番地の１ ０７２４－５２－７０２５
泉南市 ＮＰＯ法人泉南ふれ愛の里 樽井四丁目３３番４号 ４８０－４４６６
泉南市 ウイングデイサービス 樽井６０３番地２号 ４８０－２５５５

泉南市
このゆびとまれデイサービスセン
ター

馬場二丁目８番１２号 ４８３－１４４０



泉南市 せんわデイサービスセンター 信達金熊寺５３０番地の１ ４８３－２０２２
泉南市 デイサービススマイルハート 鳴滝三丁目１４番４号 ４８５－３６５６
泉南市 デイサービスセンター敬和会 樽井二丁目６番２号 ４８５－３９００
泉南市 デイサービスセンター虹 新家６００１番地の１ ４８２－７０８０
泉南市 デイサービスセンター六尾の郷 信達金熊寺１３０番地 ４８０－２８５０
泉南市 デイサービスながいき泉南 馬場二丁目２番４５号 ４８３－９６５５
泉南市 デイサービス真ごころ 幡代一丁目３７１番８ ４８０－２８１２

泉南市
なでしこりんくうデイ・サービスセ
ンター

りんくう南浜３番７ ４８０－５６０４

泉南市
ユウ・ハピネス砂川デイサービス
センター

信達牧野１５４１番地の２６ ４８２－３９８０

泉南市 亀寿の森デイサービスセンター 新家３３２１番地２ ４８５－０６７８
泉南市 茶話本舗デイサービス泉南 岡田三丁目５番３８号 ４１５－４１３８
阪南市 オアシス阪南デイサービスセン 箱の浦３８２番地の７４ ０７２－４７６－０１７８
阪南市 さくらデイサービスセンター 桃の木台一丁目２番地１ ０７２－４７６－０２００
阪南市 デイサービス・ミズナス 鳥取４７５番１ ０７２－４７３－８８０２
阪南市 デイサービスセンター海甍 鳥取９９２ ０７２－４７０－１５１１
阪南市 デイサービスセンター野のはな 和泉鳥取９５０番７ ０７２－４７１－８８８０
阪南市 デイサービスつばき尾崎 尾崎町四丁目２１番１７号 ０７２－４７１－５８４３

阪南市 デイサービスぶどうの木
下出３７番地の５　中村ビルディ
ング

０７２－４７２－０１２０

阪南市
ピープルデイサービスセンターは
んなん

貝掛１７９番４ ０７２－４７２－６６３３

阪南市
プライマリーリハビリ・デイサービ
ス阪南

下出３７番地の５ ０７２－４７０－１５６６

阪南市 玉井泉陽園デイサービスセン 下出５１５番地の２ ０７２－４７３－３３３３
阪南市 玉田山荘デイサービスセンター 自然田１１００番地 ０７２４－７３－２２２２
阪南市 山中渓デイサービス 山中渓１２５３番地の２ ０７２－４６８－７３５３
阪南市 尾崎デイサービスセンター 尾崎町１５０番地の１ ０７２－４７３－０５７５

阪南市
老人デイサービスセンターライフ
ケア尾崎

尾崎町２０４番地の６ ０７２－４７０－４０７０

阪南市
老人デイサービスセンター友愛
の里箱作

箱作８０７番地の１ ０７２－４８１－３８６６

岬町 ぽぽろ淡輪デイサービスセンター 淡輪１１４９番地の３ ４８８－３０００
岬町 ぽぽろ岬デイサービスセンター 深日１３０８番地 ４９２－６６７７
岬町 淡輪園 淡輪１７７０番地 ４９４－０７８９

岬町
淡輪園アーバンデイサービスセ
ンター

淡輪１３３４番地１ ４９４－０１０８

岬町 岬介護サービスひばり 淡輪１７０５番地 ４９４－２６５０


