
no 住所1 住所2 事業所名 住所3 電話番号

1 大阪市 北区
ａｒｃアーク介護ステーション
平成

中津一丁目１１番６号３階 ６２９２－０００７

2 大阪市 北区
アーク介護ステーション平
成デイサービス天神橋

本庄東一丁目９番１７号　ダイヤモンドベル２階 ６３７７－７５５５

3 大阪市 北区 アンティーク 大淀南三丁目６番１９号[地図] ６１４７－２１７０

4 大阪市 北区
エルケア株式会社エルケア
本庄東デイサービスセン

本庄東二丁目２番６号 ６３７１－８１１１

5 大阪市 北区
エルケア株式会社デイサー
ビス中崎

中崎一丁目８番９号ユープレスⅡ ６２９２－８８２２

6 大阪市 北区 シンプルハート介護セン 大淀中四丁目７番１１号 ６４５３－１１７５
7 大阪市 北区 すまいる介護ステーション 天神橋一丁目１７番９号べネフィットライフ２階 ４８００－３８０５
8 大阪市 北区 デイサービスさくら長柄 長柄西二丁目８番１８号　メゾンエルミタージュ１ ６３５３－７２２２

9 大阪市 北区
デイサービスセンター淳風
おおさか

大淀南二丁目５番２０号 ６４５０－１０８８

10 大阪市 北区
デイサービスゆうゆうの郷
大川

天満二丁目２番６号肥後屋ビル１階 ６３５４－２３５５

11 大阪市 北区
デイサービスゆうゆうの郷
天満

錦町二丁目３６番地　コンフォールエスティオ１
階

６３５３－８８０１

12 大阪市 北区
デイサービスリハステージ
中津

中津一丁目１８番１４号 ６６５５－１０１０

13 大阪市 北区 デイホームゆりの木梅田 本庄西一丁目９番１２号　朝日プラザ北梅田１階 ６２９２－５６５５
14 大阪市 北区 ひかり介護サービス 天神橋三丁目２番３１号 ４８０１－９７５４
15 大阪市 北区 ひかり倶楽部 池田町１番７５号　ストークマンション天満１０４ ６３５５－０５５６

16 大阪市 北区
輝生会みおつくしデイサー
ビスセンター

本庄東二丁目１０番１０号 ６２９２－５２４６

17 大阪市 北区
社会福祉法人恩賜財団済
生会支部大阪府済生会中
津デイサービスセンター

芝田二丁目１０番３９号　中津特別養護老人
ホーム喜久寿苑内[地図]

６３７２－１０７１

18 大阪市 北区
社会福祉法人大協会ハート
フルかのうデイサービスセ
ンター

長柄中一丁目１番２１号 ６３５４－１１０８

19 大阪市 北区
通所介護藤デイサービスセ
ンター

本庄西二丁目６番１５号 ６３７１－６２３３

20 大阪市 北区
本庄の里デイサービスセン
ター

本庄東二丁目１２番１５号 ７６５１－６９３５

21 大阪市 北区 櫻寿庵 紅梅町６番２号　サンパレス南森町１０１号 ６８８２－３５４０

22 大阪市 都島区
コミュニケア２４癒しのデイ
サービス大阪都島

内代町三丁目９番２８号 ６９５８－００３１

23 大阪市 都島区 サロンアンドスポーツいち 中野町三丁目１１番１号 ６３５６－６５８１

24 大阪市 都島区
デイサービス「リハステージ
桜ノ宮」

中野町四丁目６番１３号プレステージ桜ノ宮１０
２

６３５３－８７４１

25 大阪市 都島区 デイサービス・おおみち 大東町二丁目２１番１２号 ６９２９－５８００
26 大阪市 都島区 デイサービスおかえり 都島北通二丁目１０番１０号 ６９２３－８７６８
27 大阪市 都島区 でいさーびすさんすまいる 都島中通二丁目９番３７号 ６９４７－６６７８
28 大阪市 都島区 デイサービスセンターわか 都島中通三丁目１４番２０号 ６９２６－２３５１
29 大阪市 都島区 デイサービスセンター椿 東野田町五丁目３番１号高齢者タワーやかた１ ６３５８－８８９８
30 大阪市 都島区 デイサービスちんとんしゃん 都島本通一丁目１４番１６号 ６９２２－４３６３
31 大阪市 都島区 デイサービスはるか 都島北通二丁目２２番１４号 ６９２６－１１４５
32 大阪市 都島区 デイサービスふじの花 毛馬町一丁目１０番１５号 ６９２９－６３２８
33 大阪市 都島区 デイサービスフレッシュケ 都島中通三丁目５番１４号 ６９２５－８０３５
34 大阪市 都島区 デイサービスほのか 毛馬町二丁目１２番１６号　シマナカハイツ１階 ６９２６－００５０
35 大阪市 都島区 デイサービス庵こばやし 都島本通五丁目１０番２４号 ６９２６－３６２０
36 大阪市 都島区 デイサービス庵みやこ 内代町１丁目２番６号プロムナード都島１階 ６９５８－５５１１

37 大阪市 都島区
デイサービス友・遊センター
みやこじま

御幸町二丁目１３番７号 ６９２４－８８３３

38 大阪市 都島区 デイサービス和音 都島本通一丁目１０番８号 ４３０８－５３０１
39 大阪市 都島区 ふろ家「なかまのゆ」 内代町一丁目１１番１８号 ６９５７－０５５５

40 大阪市 都島区
リハビリデイサービス ポシ
ブル都島

中野町二丁目１５番５号　朝日プラザ大宝１０４
号

４８００－０４２６

41 大阪市 都島区
リハビリデイサービスｎａｇｏ
ｍｉ都島店

都島本通四丁目２１番２４号 ６９２９－７５３０

42 大阪市 都島区 リフレＤＥ ＳＰＯＲＴＳレテ 内代町二丁目２番１３号サンシティ１階 ６９５７－０２２５

43 大阪市 都島区
医療法人明生会デイサービ
ス片町苑

片町二丁目９番２５号 ６３５７－５７９３

44 大阪市 都島区
社会福祉法人治栄会からま
つ苑デイサービスセンター

中野町五丁目１０番７０号 ６９２２－８８６６

45 大阪市 都島区
社会福祉法人治栄会高倉
地域在宅サービスステー
ションからまつ

御幸町二丁目１０番１２号 ６９２９－８８８６

46 大阪市 都島区
都島区在宅デイサービスセ
ンター

都島本通三丁目１２番３１号 ６９２９－９５００



47 大阪市 都島区
友渕地域在宅サービスス
テーションひまわり

友渕町一丁目３番１０８号 ４２５３－８８６１

48 大阪市 都島区
淀川地域在宅サービスス
テーション

毛馬町五丁目５番２３号 ６９２９－８８０１

49 大阪市 福島区
ＦＵＭＩＫＩＮＵケアグループ
デイサービスセンター

海老江五丁目５番６号 ６３４８－０２８０

50 大阪市 福島区 いきいきハウスデイサービ 野田六丁目３番６４号 ６４６８－５２５２
51 大阪市 福島区 デイサービスしらさぎの家 鷺洲二丁目５番３４号 ６４５５－３９１５
52 大阪市 福島区 デイサービスほのぼの 玉川二丁目４番３０号 ６６５４－５５０１
53 大阪市 福島区 デイサービスゆり福島 玉川二丁目３番１６号 ６２２５－３５５５

54 大阪市 福島区
パナソニックエイジフリーふ
くしまデイセンター

鷺洲三丁目７番２７号　東海不動産ビルディング ６４５２－４９５１

55 大阪市 福島区
阪神長楽苑デイサービスセ
ンター

福島四丁目６番２４号 ４７９８－０２７０

56 大阪市 福島区
福島ともしび苑デイサービ
スセンター

吉野五丁目６番１１号 ６４６４－０１０５

57 大阪市 福島区
福島区在宅デイサービスセ
ンター

海老江六丁目２番２２号 ６４５４－６３３０

58 大阪市 福島区 歩リハビリデイサービス
鷺洲三丁目１０番１１号ハイツニチカン２　２１０１
号室

６１３１－９４３３

59 大阪市 此花区
ガーデン天使デイサービス
センター

島屋四丁目１番１１号 ６４６０－００２８

60 大阪市 此花区 デイサービスいなりゆ 梅香一丁目２０番１２号 ６４８６－９０８６

61 大阪市 此花区
デイサービスセンターアマ
トール此花春日出

春日出北二丁目１４番２号 ６４６７－１８１１

62 大阪市 此花区 ふれあいデイサービス此花 春日出北一丁目１番２５号２階 ６４６３－２２８４
63 大阪市 此花区 ぽーとこのはなデイサービ 梅香一丁目１６番１１号 ６９４０－６５６０

64 大阪市 此花区
医療法人義方会大津病院
デイ・サービスセンター

酉島二丁目１番１５号 ６４６３－５１５１

65 大阪市 此花区 暁明館通所介護センター 春日出中一丁目２８番１６号１０１ ６４６３－７５３６

66 大阪市 此花区
此花区在宅デイサービスセ
ンター

伝法三丁目２番２７号 ６４６２－１２２４

67 大阪市 此花区
春日出地域在宅サービスス
テーション

西九条一丁目１番２号 ６４６７－２９３３

68 大阪市 中央区 あいあいデイサロン 谷町六丁目２番２０号エミネンス山口１階 ４３０４－１１２２
69 大阪市 中央区 イチローデイサービス 谷町３丁目５－５ａｉ－ｂｏビル１３Ｆ ６９４４－１５０６
70 大阪市 中央区 こころ上汐 上汐一丁目４番６号　富士ビル６階 ６１９１－０５５６

71 大阪市 中央区
デイサービスセンターたの
しい家ときわ

常盤町二丁目３番１６号 ６９４４－９３２１

72 大阪市 中央区 デイサービスセンター陽だ 上本町西一丁目３番１７号 ６７６７－１３００
73 大阪市 中央区 デイサービスめいと 上本町西五丁目１番９号 ６７６７－２１１０
74 大阪市 中央区 よつ葉デイサービスセン 玉造二丁目２８番１７号　ＮＳパレスマンション１ ６７６２－６９８７
75 大阪市 中央区 介護センターうえに 和泉町一丁目２番２号　シャンピア谷町１０１号 ６９４１－３０６０

76 大阪市 中央区 船場デイサービスセンター
南久宝寺町二丁目１番９号　船場メディカルビル
４階

６２６７－６６１１

77 大阪市 中央区 大阪城南ケアセンターそよ 森ノ宮中央二丁目５番３号 ４７９４－７７１５

78 大阪市 中央区
中央区在宅デイサービスセ
ンター

上本町西二丁目５番２５号 ６７６３－８１３９

79 大阪市 中央区
南大江地域在宅サービスス
テーションさくら通所介護事
業所

農人橋一丁目４番２０号 ６９４７－５２１７

80 大阪市 中央区 療養デイサービスまこと 上町一丁目２７番６号１階 ６７６６－１６６１
81 大阪市 西区 キャリアデイクラブ 千代崎二丁目３－７　２０１号 ６５８６－２５５８
82 大阪市 西区 キャリアデイサービスセン 九条南三丁目６番２７号 ６５８６－０３０５

83 大阪市 西区
ケアヴィレッジ九条通所介
護事業所ナイスデイ九条

九条一丁目２１番２４号 ６５８２－５９７２

84 大阪市 西区
ﾘﾊﾋﾞﾘ特化型デイサービス
プログレス３２

九条南１－２－２０　ドーム前いずみビル１Ｆ ６５５６－７６５８

85 大阪市 西区 ローズデイサービスセン 九条一丁目１９番７号Ａ ６５８１－３１２３

86 大阪市 西区
九条南リハビリデイサービ
スセンター

九条南四丁目１６番１６号 ７５０１－６４１９

87 大阪市 西区
江之子島コスモス苑デイ
サービスセンター

江之子島一丁目８番４４号 ６２２５－２６６２

88 大阪市 西区
西区在宅デイサービスセン
ター

新町四丁目５番１４号 ６５３９－８０７５

89 大阪市 西区
北堀江病院デイサービスセ
ンターナイスデイ

北堀江一丁目１０番６号 ６５３１－３１２３

90 大阪市 港区 ＮＰＯみなと合同ケアセン 南市岡三丁目６番２６号 ６５８３－４８８０

91 大阪市 港区
エルケア株式会社デイサー
ビス弁天町

波除二丁目５番１２号 ６５８１－００８８

92 大阪市 港区 きずなデイサービスセン 弁天四丁目１３番２３号東急マンション弁天町１ ６５７２－１４２７



93 大阪市 港区
デイサービスセンターしお
かぜ

八幡屋三丁目５番１号 ４３９５－３７００

94 大阪市 港区 デイサービスだいきち 磯路二丁目１２番１号ＵＲ１号棟１０９号 ６５７５－１１１６
95 大阪市 港区 デイサービスひより３２ 港晴３丁目１番３号 ７６５４－０３０２

96 大阪市 港区
パナソニックエイジフリー天
保山デイセンター

築港三丁目７番１５号　港振興ビル１階 ６５７２－２３６１

97 大阪市 港区 みなとデイサービスセンター 八幡屋四丁目８番１号 ６５７６－４３１４
98 大阪市 港区 らいおん介護デイサービス 夕凪二丁目１８番４号 ６５７６－７１１６
99 大阪市 港区 港デイサービスたんぽぽ 市岡元町二丁目１１番３０号 ６５８４－２４０１

100 大阪市 港区
港区在宅デイサービスセン
ターひまわり

弁天二丁目１５番１号 ６５７５－１２１２

101 大阪市 港区
三協グループ株式会社介
護事業部デイサービスセン
ター「やすらぎ」

弁天五丁目１４番３号 ６５７４－０５４７

102 大阪市 港区
市岡東地域在宅サービスス
テーションさくら

波除五丁目４番７号 ６５８５－３３９４

103 大阪市 港区
築港地域在宅サービスス
テーション

築港二丁目４番１６号 ６５９９－０６１０

104 大阪市 港区 通所介護アイシティ 弁天一丁目６番１７－１０１号 ４３９５－０２９４
105 大阪市 港区 特別養護老人ホームザイオ 市岡一丁目５番３０号 ４３９５－８８８８
106 大阪市 大正区 シルバーパレス大正 南恩加島三丁目１７番２５号シレーヌ大正１０１ ６５５５－０１２２
107 大阪市 大正区 デイサービスあいのかぜ 小林西一丁目１０番８号 ６５５４－４１６５
108 大阪市 大正区 デイサービスアベニュー 千島三丁目２１番１９号 ６５５４－８８１２
109 大阪市 大正区 デイサービスセンターおれ 南恩加島二丁目２番４号 ６５５６－０２３５

110 大阪市 大正区
デイサービスセンターユア
サイド三軒家西

三軒家西二丁目１４番２０号メゾンエスポアール
Ｋ・Ｓ１０１号室

４３９５－５２０６

111 大阪市 大正区 デイサービスセンター喜樹 三軒家東二丁目３番２号 ６５５５－３２０８
112 大阪市 大正区 デイサービスセンター藤の 鶴町一丁目１４番７号 ６５５４－０００１
113 大阪市 大正区 デイサービスポコアポコ 鶴町三丁目１６番２３号 ６５５１－４０５０

114 大阪市 大正区
なかやまデイサービスセン
ター

南恩加島五丁目４番５号 ６５５６－１０８０

115 大阪市 大正区 ヒューマンライフケアひらお 平尾三丁目１０番１１号 ６５５６－１２９１
116 大阪市 大正区 ホット・デイサービス 鶴町二丁目２番１０号 ６５５５－８１６０

117 大阪市 大正区
医療法人港南会デイサービ
スセンターフルライン

鶴町一丁目２番１号 ６５５５－０８０３

118 大阪市 大正区
社会福祉法人恩賜財団済
生会支部大阪府済生会大
正デイ・サービスセンター

北村三丁目４番３号 ６５５２－３３２３

119 大阪市 大正区 泉尾デイ・サービスセンター 三軒家西一丁目２５番７号 ６５５２－４９６１

120 大阪市 大正区
大正区在宅デイサービスセ
ンター

小林西一丁目１４番３号 ６５５５－７５７５

121 大阪市 大正区
大正西地域在宅サービスス
テーションファミリー

鶴町一丁目１１番２０号 ６５５５－６６００

122 大阪市 大正区
大正東在宅サービスステー
ションいずみの家

泉尾二丁目１３番５号 ６５５４－７００５

123 大阪市 天王寺区
あんしんデイサービス「天王
寺」

味原町１３番１１号－２ ６７６６－５３７７

124 大阪市 天王寺区
クーラコモンズ・ライフサ
ポートデイサービス

大道三丁目４番３号 ６７７５－０３４５

125 大阪市 天王寺区 デイサービスＷｉｌｌ－ウィル 勝山二丁目１４番８号　シャンテ勝山１階 ６７７６－００６７
126 大阪市 天王寺区 デイサービスあいほーむ 大道二丁目６番９号 ６７７６－８９１１
127 大阪市 天王寺区 デイサービスしらかば 夕陽丘町１番１３号グリーンハイツ１階 ４３０２－５９３０
128 大阪市 天王寺区 デイサービスつどい清水谷 清水谷町８番１９－２０２号 ６７６３－５７１０
129 大阪市 天王寺区 デイサービスりんごの木 上汐四丁目５番４号 ６７７９－８１８８
130 大阪市 天王寺区 デイサービス優 北河堀町７番１６号　グランカサ天王寺１０１１号 ７８９６－９１０１

131 大阪市 天王寺区
リハビリデイサービス大きな
手・天王寺

国分町９番１２号 ６７７６－７１１９

132 大阪市 天王寺区
医療法人歓喜会通所介護
事業所デイサービスれいん
ぼう夕陽丘

生玉前町３番２６号　みどり辻ビル３階 ６７７５－４５５０

133 大阪市 天王寺区
高津地域在宅サービスス
テーション四天王寺たまつく

玉造元町１番２９号 ６７６３－４１１５

134 大阪市 天王寺区
四天王寺きたやま苑デイ
サービスセンター

北山町９番６号 ６７７３－１８１１

135 大阪市 天王寺区
茶話本舗わくわくデイサー
ビス夕陽丘

真法院町６番１２号真法院Ｊ・Ｎビル１Ｆ ６７７３－６２４１

136 大阪市 天王寺区 天王寺デイサービスセン 味原町１４番２３号　中谷ビル２階 ４３０４－７６０２

137 大阪市 天王寺区
天王寺区在宅デイサービス
センターゆうあい

六万体町５番２６号 ６７７４－３３７７

138 大阪市 天王寺区
湯川胃腸病院デイサービス
センター

堂ヶ芝二丁目１０番２号 ６７７１－４８６１



139 大阪市 天王寺区
特定非営利活動法人みどり
の庭デイサービス

清水谷町１７番２１号アミクス清水谷２Ｆ ４３０４－８９８１

140 大阪市 天王寺区
有限会社大松だいまつデイ
サービスセンター

国分町３番２６号 ６７７５－０２２５

141 大阪市 浪速区 アントレド 大国三丁目１番１４号 ６５３７－９６３５

142 大阪市 浪速区
スワンなにわデイサービス
センター

浪速東一丁目１１番８号 ６５６２－０４５６

143 大阪市 浪速区
デイサービスセンターあさ
かぜ

敷津西二丁目７番２３号 ６６３２－９９５１

144 大阪市 浪速区
デイサービスセンター第２あ
すなろ苑

敷津西二丁目８番１０号　山正ハイツ１階 ６６４８－７７０６

145 大阪市 浪速区 デイサービスゆめｗｉｌｌ 塩草三丁目１１番４号 ４３９２－９３００

146 大阪市 浪速区
デイサービスリハステージ
日本橋

日本橋五丁目１４番５号２階 ６６３２－４３２１

147 大阪市 浪速区 デイサービス三角の木 日本橋東一丁目８番１４号 ６６４１－９１２３

148 大阪市 浪速区
ヒューマンライフケアなにわ
乃湯

稲荷一丁目１２番２９号 ４３９２－１１６５

149 大阪市 浪速区 ほたるデイサービス 恵美須西一丁目５番３号　小沢マンション１０２ ６６４７－５２２６

150 大阪市 浪速区
医療法人幸人会デイサービ
スさくらんぼの里

塩草二丁目３番２１号さくらんぼ医療ビル１階 ６５６８－９９３７

151 大阪市 浪速区
機能回復専門介護施設ペッ
プサポート

敷津西二丁目１番１２号　ＹＫビル４階 ６６３２－６７８０

152 大阪市 浪速区
通所介護事業所日本橋地
域在宅サービスステーショ

恵美須東二丁目１番４号 ６６３２－２３４０

153 大阪市 浪速区
難波地域在宅サービスス
テーションなにわ通所介護

稲荷二丁目７番１１号 ６５６７－６８０１

154 大阪市 浪速区
浪速区在宅デイサービスセ
ンター

難波中三丁目８番８号 ６６３６－６０２７

155 大阪市 西淀川区 クオレ倶楽部 大野二丁目１番１０号 ６４７４－１９５９
156 大阪市 西淀川区 デイサービス にこにこの郷 野里１丁目７番４０号エバーヒルズ１階 ６４７７－２７０５

157 大阪市 西淀川区
デイサービス～ここに幸あ
り～

出来島二丁目６番１６号 ７１７４－６５５８

158 大阪市 西淀川区 デイサービスげんきな郷 佃三丁目１４番１９号 ６４７３－１６７６

159 大阪市 西淀川区
デイサービスセンターあお
ぞら苑

大和田五丁目７番１４号 ６４７５－０１１１

160 大阪市 西淀川区
デイサービスセンターあお
ぞら苑Ⅱ

出来島一丁目２番４号 ６４７５－０１１２

161 大阪市 西淀川区
デイサービスセンターアマ
トール西淀川大野

大野一丁目１１番１８号 ６４７６－５０３２

162 大阪市 西淀川区 デイサービスセンターフレー 福町二丁目４番１６号 ６４７６－３６１０
163 大阪市 西淀川区 デイサービスセンターみてじ 御幣島四丁目３番２２号 ６４７２－４３４１
164 大阪市 西淀川区 デイサービスタノシア 野里一丁目２２番１６号 ６１９５－８３１８
165 大阪市 西淀川区 デイサービスはーとふる姫 姫里一丁目１３番３３号 ６４７３－０５０５
166 大阪市 西淀川区 デイサービスひまわりの家 佃一丁目１０番１６号 ６４７４－８７９７

167 大阪市 西淀川区
パナソニックエイジフリー西
淀川デイセンター

大和田三丁目８番１７号　グランピア千船１階 ６４７５－１９４１

168 大阪市 西淀川区 ビーナスクラブ姫島 姫島五丁目３－２８姫島第５ローズマンション１ ６１９５－６０７０
169 大阪市 西淀川区 ふた葉デイサービス 御幣島六丁目１６番２１号 ６１９５－１７３９
170 大阪市 西淀川区 ぽーとよどがわデイサービ 大和田六丁目３番４号 ６１９５－６２９７

171 大阪市 西淀川区
医療法人悠久会デイサービ
ス悠久の郷

柏里二丁目１３番２１号 ６４７７－７６４６

172 大阪市 西淀川区
社会医療法人愛仁会ユー
アイデイサービスセンターな

佃５－１１－２０　フェルティー・シャトー１階 ６４７７－０７５３

173 大阪市 西淀川区 松福会デイサービスセン 大和田二丁目５番１１号 ６４７７－６５６５

174 大阪市 西淀川区
西淀川区在宅デイサービス
センター

千舟二丁目７番７号 ６４７８－２９４１

175 大阪市 西淀川区
苗加病院デイサービスセン
ターゆいのもり

姫里二丁目１６番２４号 ６４７１－５５５５

176 大阪市 西淀川区
平成デイサービスセンター
姫島

姫島四丁目８番３号 ６４７６－０５２７

177 大阪市 淀川区 アジアンリゾートスパ月光園 東三国四丁目１４番２８号グランソシエ東三国１ ７８６０－２６２３
178 大阪市 淀川区 ウィル・デイサービス 十八条二丁目４番２７号 ６３９４－９１９１
179 大阪市 淀川区 ききようデイサービス 東三国１－５－５エルハイツ１階 ４８０７－８８８８

180 大阪市 淀川区 ききょうデイサービスWEST
東三国５－１５－２　セントローリエ東三国１０１・
１０２号

６３３５－７１３１

181 大阪市 淀川区 セントライフケア 宮原五丁目７番２３号（２階東） ６３９５－３１１７

182 大阪市 淀川区
だんけデイサービスセン
ター木川

木川東三丁目９番１９号 ６１００－２５４３

183 大阪市 淀川区 デイサービスあいあい三国 西三国三丁目５番１号 ６３５０－８７８７
184 大阪市 淀川区 デイサービスきずな 西三国三丁目３番２３号　１０２・１０３・１０６ ６３９２－５２６６

185 大阪市 淀川区
デイサービスセンターここか
ら加島

加島四丁目１７番２９号 ６３０７－２５０７



186 大阪市 淀川区
デイサービスセンターたの
しい家きかわ

木川東一丁目１０番３２号 ６１０１－４５２１

187 大阪市 淀川区
デイサービスセンターひま
わり加島

加島３丁目１２番１６号 ６３０７－２５３１

188 大阪市 淀川区 デイサービスセンターよろこ 宮原二丁目１１番１１号 ６３９６－７７１２

189 大阪市 淀川区
デイサービスセンターよろこ
び２

宮原二丁目１番２１号１Ｆ店舗 ６３９８－７９８２

190 大阪市 淀川区 デイサービスセンター加寿 加島一丁目３４番８号 ６３０５－０７１１
191 大阪市 淀川区 デイサービスセンター時遊 木川東二丁目９番７号 ６３０３－００１３

192 大阪市 淀川区
デイサービスセンター大西
安心堂

三津屋北一丁目５番９号 ６１００－２４２１

193 大阪市 淀川区
デイサービスセンター塚本
ベース

塚本六丁目１０番３１号プラム・サン１０１号室 ６３０５－８３００

194 大阪市 淀川区 デイサービスとびっきり 加島二丁目４番２号 ６３０７－３９３９
195 大阪市 淀川区 デイサービスとびっきり加島 加島二丁目６番２５号 ６３０７－２３８８

196 大阪市 淀川区
デイサービスとびっきり新大
阪

西宮原３－２－１新大阪ビジネス第２ニッケンマ
ンション１０５号室

４８０７－７３８８

197 大阪市 淀川区 デイサービス新高 新高１丁目１５番４１号 ６３９７－７２００
198 大阪市 淀川区 デイサービス浅井 西中島四丁目５番９号 ６３０３－００３１

199 大阪市 淀川区 ながいき
西中島六丁目２番３号チサンマンション第７新大
阪８２２号室

６８８６－３１１１

200 大阪市 淀川区 ひいらぎリハビリデイサービ 宮原二丁目１番４１号 ４８６７－３１２２

201 大阪市 淀川区
ヒューマンライフケアよどが
わ乃湯

西中島一丁目９番２８号 ７６５１－９２７８

202 大阪市 淀川区 ビヨンド・デイサービス 十三東三丁目１７番１２号 ６７８１－２０１８
203 大阪市 淀川区 プロシードゆとり 十八条二丁目５番１０号 ６１５２－８６８０
204 大阪市 淀川区 ミードデイサービスセンター 十三元今里一丁目１番５２号 ６３０９－３２３３

205 大阪市 淀川区
ミード宮原デイサービスセン
ター

西宮原一丁目６番４５号 ６３５０－７３０１

206 大阪市 淀川区
リカバリーのデイサービス
元気！

宮原一丁目１７番１２号 ７１７２－３８７８

207 大阪市 淀川区 リバーデイセンター 三国本町二丁目１９番１４号 ７１７５－６５９５

208 大阪市 淀川区
リハビリ型デイサービス「ア
イ-フィット淀川」

十三東１－１７－１６　ｖｉｌｌａ淀川　１Ｆ ６８２９－７５７５

209 大阪市 淀川区 庵デイサービス 新北野三丁目１３番２７号レアレア塚本５０番館 ６８８６－８３４１
210 大阪市 淀川区 庵デイサービス木川 木川東三丁目３番２７号 ６３０８－８３４１

211 大阪市 淀川区
医療法人医伸会あおぞらく
らぶ

西三国四丁目１番２０号 ６３９６－３２３２

212 大阪市 淀川区
機能訓練型デイサービスヘ
ルスケア十三

十三東四丁目５番１０号 ６３０５－５３３５

213 大阪市 淀川区 尚老苑デイサービス 西三国一丁目２１番３６号　カトレアハイツ１階 ６３９９－４４１１
214 大阪市 淀川区 新大阪ケアコミュニティそよ 西宮原三丁目２番２２号 ６３９５－１１７３

215 大阪市 淀川区
大西安心堂デイサービス三
津屋の家

三津屋中二丁目７番９号 ６３０１－１６１１

216 大阪市 淀川区
茶話本舗デイサービス宮原
笑顔の集い

宮原五丁目５番１６号　シャルル宮原１００号室 ４８６７－３５３５

217 大阪市 淀川区
茶話本舗デイサービス三津
屋笑顔の集い

三津屋南１－６－９ ６８８６－１５１５

218 大阪市 淀川区
東三国デイサービスセン
ターなみはや

東三国二丁目１２番１６号 ６３５０－２８８０

219 大阪市 淀川区 湯遊庵デイサービスセン 木川東四丁目９番２７　新大阪第一ハイツビル１ ６８３８－７１１１
220 大阪市 淀川区 復活デイサービス淀川 塚本三丁目７番１９号 ６３０９－６０２１

221 大阪市 淀川区
淀川区在宅デイサービスセ
ンターやすらぎ

三国本町二丁目１４番３号 ６３９４－２９００

222 大阪市 淀川区
淀川暖気の苑高齢者デイ
サービスセンター

木川西四丁目５番４０号 ６８８５－７８１１

223 大阪市 淀川区
老人デイサービスセンター
陽だまりの苑

新高四丁目１５番２５号 ６３９７－０７１０

224 大阪市 東淀川区 ウォーキングスタジオ上新 豊新三丁目９番５号 ６３７０－２５５５
225 大阪市 東淀川区 えんがわ元気な家 菅原一丁目８番２４号 ６３２５－５５８６
226 大阪市 東淀川区 おおぎり 大桐一丁目１番１２号 ６３２６－８１６１
227 大阪市 東淀川区 きずな本舗 豊新二丁目５番３０号　シャネルワン豊新１０１ ６８１５－８８８８

228 大阪市 東淀川区
けあらーず上新庄指定通所
介護事業所

小松一丁目１１番１６号 ６１９５－５０６５

229 大阪市 東淀川区 さくら庵 小松五丁目６番６８号 ６３２１－７５３６

230 大阪市 東淀川区
さわやかデイサービスセン
ター

東中島二丁目１４番１号 ６３２１－１００１

231 大阪市 東淀川区
セラピ・リハビリデイサービ
ス淡路

西淡路三丁目１５－３１ ６３２５－２０５０

232 大阪市 東淀川区 デイサービス２５２５ハウス 淡路一丁目２４番３号 ７８９７－２００５
233 大阪市 東淀川区 デイサービスあすなろ 小松一丁目１１番３８号 ６３７０－５８８８
234 大阪市 東淀川区 デイサービスえんがわ 下新庄五丁目２６番１０－１１８号 ６３２１－５１１１



235 大阪市 東淀川区 デイサービスきたよど 豊里四丁目１３番５号 ６３２９－１０２０
236 大阪市 東淀川区 デイサービスくるみの木 瑞光四丁目１２番３２号 ６３２６－３８４６
237 大阪市 東淀川区 デイサービスずいこう家 東中島２丁目２３番１７号 ６３２５－８０８２
238 大阪市 東淀川区 デイサービスずいこう亭 小松四丁目１３番２１号 ６８２９－７０６５
239 大阪市 東淀川区 デイサービスずいこう亭豊 豊新一丁目１０番１５号 ６３２２－８３４１
240 大阪市 東淀川区 デイサービスセンターこすも 小松二丁目６番２４号 ６８２９－７３３９

241 大阪市 東淀川区
デイサービスセンターすず
らんの丘

西淡路一丁目１８番１９号 ６３７０－２０８３

242 大阪市 東淀川区 デイサービスセンター楽々 瑞光三丁目３番７号 ６３２５－２３３８

243 大阪市 東淀川区
デイサービスリハステージ
上新庄

豊新四丁目２１番１号徳岡ビル１Ｆ ６３２３－８８００

244 大阪市 東淀川区 デイサービス米口 北江口四丁目１８番８－１０１号 ４８６２－８０８８
245 大阪市 東淀川区 デイサービス和かば。 淡路三丁目３番１３号アーバンエイト１階 ６１９５－３９３２
246 大阪市 東淀川区 デイセンター遊歩道 豊里二丁目１番５－１０６号 ６３２３－５５２４
247 大阪市 東淀川区 デイルームアップル 淡路三丁目３番２１号 ６９９０－５２１１
248 大阪市 東淀川区 ビハーラこのみ園 菅原七丁目１５番１４号 ６３２５－６９１１
249 大阪市 東淀川区 ヒマワリ 東中島五丁目２３番９号 ６３２５－７５２５
250 大阪市 東淀川区 ヒューマンライフケア淡路 東淡路四丁目１番１０号－１０１ ７１７１－０３９８
251 大阪市 東淀川区 ヒューマンライフケア豊里湯 豊里四丁目５番２１号　ハイツサンコー１階 ６３２４－３９５１
252 大阪市 東淀川区 ふれあい 下新庄五丁目２番１５号 ６３２４－５０２２
253 大阪市 東淀川区 ほねつぎ介護デイサービス 菅原七丁目２番２１号エレシュトローム１階 ６３２６－０３３０
254 大阪市 東淀川区 ほのぼの苑 小松五丁目６番５号 ６３２０－５５２３

255 大阪市 東淀川区
よどがわ保健生協こぶし通
りデイサービスセンター

豊新一丁目３番１号 ６３７９－６４５７

256 大阪市 東淀川区 ラフおおすみ 大隅二丁目６番８号サングレード大隅１０１号室 ６３２６－６３０１
257 大阪市 東淀川区 リハビリデイサービスｔａｏ 下新庄三丁目８番８号 ６１６０－７０１７

258 大阪市 東淀川区
リハビリデイサービスセン
ター東淀

下新庄五丁目４番３号 ６８１５－３５１５

259 大阪市 東淀川区
リハビリテーションサービス
しもしん

西淡路４－１５－２３　ＳＴＲビル１０２ ７５０３－６９１９

260 大阪市 東淀川区
医療法人正志会デイサービ
スしょうほう

大道南三丁目１５番１０号 ６９９０－７５０３

261 大阪市 東淀川区
医療法人中尾医院デイ
サービスセンターゆう

菅原五丁目７番１１号 ６３２２－２７８３

262 大阪市 東淀川区 井高野デイサービスセン 井高野一丁目４番５０号 ６８２７－１１３２
263 大阪市 東淀川区 水仙の家 小松一丁目１２番１０号 ６３７０－２２６６

264 大阪市 東淀川区
総合福祉ツクイ菅原デイ
サービスセンターふれあい

菅原二丁目１３番１６号 ４８０９－３０１８

265 大阪市 東淀川区
淡路地域在宅サービスス
テーションひざし

西淡路二丁目３番２２号 ６３２５－６３３１

266 大阪市 東淀川区
淡路福祉サービスステー
ション

東淡路一丁目４番４９号 ６３２５－３３４７

267 大阪市 東淀川区 中谷整骨院デイサービス 井高野三丁目３番４１号　マンションひのうえ１ ６３４９－１２７１
268 大阪市 東淀川区 飛鳥ともしび苑 東中島三丁目１４番２４号 ６３２６－３３３１

269 大阪市 東淀川区
北川整骨院おたっしゃデイ
ハウス

北江口四丁目１番１１号　ＭＯＭＯＨＯＵＳＥ北江
口１階

６８２７－７０００

270 大阪市 東淀川区 明治デイ「いたかの」 北江口四丁目１番９号　グランドソレーユ１階 ６８２９－５６８４
271 大阪市 東淀川区 明治デイサービスセンター 相川二丁目１７番４号　パレス相川１階 ６８２７－６７８１
272 大阪市 東成区 いまざと診療所デイサービ 大今里一丁目２３番１２号 ６９７１－８０５４
273 大阪市 東成区 こばやしデイサービス 東中本３－２１－２３ ６９７４－８６３１

274 大阪市 東成区
サンローズオオサカデイ
サービスセンター

神路一丁目１０番３号 ６９７４－７３８８

275 大阪市 東成区
デイサービスセンターグ
ローバル今里

大今里西三丁目９番７号 ６９７５－３０５０

276 大阪市 東成区 デイサービスセンターコスモ 大今里西一丁目５番２７号 ６９７６－１６１７

277 大阪市 東成区
デイサービスセンターハート
フル玉造

東小橋一丁目１０番３号　ゴイチ駅前ビル ６９７５－３４２５

278 大阪市 東成区
デイサービスセンターハミン
グベル中道

中道二丁目７番１号 ６９７１－９７８８

279 大阪市 東成区 デイサービスだんらん 中本二丁目７番１７号 ４３０９－５０７０
280 大阪市 東成区 デイサービスゆくり 大今里西一丁目２１番１９号 ６９７４－７８９０
281 大阪市 東成区 デイサービスゆり今里 大今里南四丁目３番１６号 ６９７２－１１６５
282 大阪市 東成区 トーヨーケアセンター大阪 玉津二丁目３番３１号 ６９７６－４５９２
283 大阪市 東成区 ビーナスクラブ東中本 東中本二丁目６番２３号 ６７４８－０２４１
284 大阪市 東成区 ふくふく庵ガーデン 東小橋１－３－１１マンション一心堂 ６９７２－２９５２
285 大阪市 東成区 ふくふく庵テラス 中本五丁目１３番７号 ６９７２－２９３１
286 大阪市 東成区 みんなの家まんま 玉津二丁目１８番３０号 ６９７２－６０３６
287 大阪市 東成区 みんなの家まんま中本 中本四丁目１２－６ ６９７６－０９７６

288 大阪市 東成区
ゆんたくデイサービスセン
ター玉津

玉津二丁目１７番２２号 ６７５３－７２３０

289 大阪市 東成区 楽楽リハビリデイサービス 大今里二丁目３３番２７号 ６６５７－５６７６
290 大阪市 東成区 健ちゃんデイサービス 大今里南四丁目２番１０号 ６９７３－９２２３



291 大阪市 東成区 深江南デイサービスセン 深江南三丁目１４番６号 ６９７７－００１１

292 大阪市 東成区
瑞光苑大今里デイサービス
センター

大今里南一丁目３番１号 ６９７８－０１６５

293 大阪市 東成区
茶話本舗デイサービスｂｙ奈
奈鶴橋

東小橋二丁目１１番１８号 ７８６０－７４０１

294 大阪市 東成区
茶話本舗デイサービス今里
の家

大今里南二丁目７番２２号 ６９８１－８８４８

295 大阪市 東成区
茶話本舗わくわくデイサー
ビス緑橋

東今里二丁目１２番３号山津ハイツ１階 ６９７１－００１１

296 大阪市 東成区 通所介護サービス長生き 東小橋２丁目５番３４号ＡＵＢＥ８０１号室 ６９７４－０５２５

297 大阪市 東成区 通所介護スマイルｋｉｋｕ
大今里西一丁目１８番５号　スマイルハイツ大今
里西１０２号

６９７８－６０６６

298 大阪市 東成区
東成区在宅デイサービスセ
ンター

大今里南三丁目１１番２号 ６９７７－７０３１

299 大阪市 東成区
有限会社ウィズデイサービ
スセンターゆう

玉津一丁目３番７号 ６９７７－０５０５

300 大阪市 東成区 陽だまりの里 大今里南一丁目２２番１７号 ６９７２－５６６６
301 大阪市 生野区 アイネットデイサービス桃谷 桃谷一丁目１０番１８号 ６７１１－５７８５

302 大阪市 生野区
あさひ生野デイサービスセ
ンター

生野西四丁目４番１１号 ６７１１－７８１１

303 大阪市 生野区 アシストデイサービスセン 勝山北五丁目２１番１２号 ６７１１－３６３６

304 大阪市 生野区
インパレスみのり苑デイ
サービスセンター

巽中三丁目１４番３号 ６７５６－５２００

305 大阪市 生野区 うりちぷ 鶴橋四丁目１３番１４号 ６７１５－８８５５
306 大阪市 生野区 おたっしゃデイサービス今 巽北一丁目１３番２０号 ６７５４－５６７８
307 大阪市 生野区 デイサービス はるはる 巽北一丁目１０番３０号ゼニスコートⅣ　１階 ６７５７－８０８８
308 大阪市 生野区 デイサービスせいりょう巽北 巽北三丁目４番１３号 439000

309 大阪市 生野区
デイサービスセンターあった
かハウスてとて生野

巽中三丁目３番１４号荻田第７ビル１階 431888

310 大阪市 生野区 デイサービスセンターいら 巽南三丁目７番３１号 ６７５１－８２３１

311 大阪市 生野区
デイサービスセンターオレン
ジコープいくの

勝山北五丁目１番２６号 ６７１８－１７５０

312 大阪市 生野区
デイサービスセンターキャプ
テン

新今里四丁目１１番１９号 ６７５８－３３５８

313 大阪市 生野区
デイサービスセンターハート
フル桃谷

桃谷五丁目９番１６号 ６７１１－５５５０

314 大阪市 生野区
デイサービスセンタープラ
ティア

巽東三丁目９番２４号　シーマック・イースト１階 ６７５３－３１７５

315 大阪市 生野区 デイサービスセンターまち 林寺三丁目４番１７号 ６７１１－７６５５
316 大阪市 生野区 デイサービスセンター大地 巽西三丁目１６番１０号 ６７５６－８５１１
317 大阪市 生野区 デイサービスつるはし 鶴橋三丁目６番３４号 ６７１７－７５３３
318 大阪市 生野区 デイサービス故郷の家・大 中川二丁目４番２６号 ６７５３－６５８０
319 大阪市 生野区 デイサービス待ちぼうけ 林寺二丁目１５番２５号（１・２階） ６７１２－３２２２
320 大阪市 生野区 デイハウス今里 新今里一丁目１３番３号 ６７５１－６００７

321 大阪市 生野区
なぎの木リハビリデイサー
ビスセンター

小路東二丁目７番１７号シャトー映光１０１号室 ６７５２－６７３０

322 大阪市 生野区 ナチュラル林寺デイサービ 林寺六丁目２番１５号 ６７１０－２００３
323 大阪市 生野区 はるのひデイサービス 桃谷一丁目９番２１号小西ビル１階南 ６７１１－７２０７
324 大阪市 生野区 ヒューマンライフケアたつみ 巽北一丁目２３番１６号 ６７５５－０８６０
325 大阪市 生野区 ももだにデイサービス木楽 桃谷二丁目１０番４１号 ６７１６－７００７
326 大阪市 生野区 リハビリセンター　すまいる 林寺４－１８－１７ ７１６２－６８９８

327 大阪市 生野区
リハビリデイサービスセン
ターポシブル舎利寺

勝山南四丁目１４－１２ ６７４１－７７７６

328 大阪市 生野区
リハビリデイサービス思い
やり倶楽部

小路東二丁目１２番１３号 ６７５７－９００１

329 大阪市 生野区
医療法人呉診療所デイ
サービス勝山

勝山北五丁目１２番３８号 ６７１１－６６２３

330 大阪市 生野区
医療法人呉診療所デイ
サービス大池橋

舎利寺一丁目１４番１１号 ６７１６－６２８０

331 大阪市 生野区
株式会社晃進デイサービス
センター「むくげの里」

中川西二丁目４番１２号 ６７３１－２５３７

332 大阪市 生野区 筋トレデイサービスくろー 鶴橋二丁目１１番２５号 ６７１０－４７００
333 大阪市 生野区 金の鈴デイサービスセン 巽南三丁目５番２５号 ６７５８－８１１１

334 大阪市 生野区
社会福祉法人弘仁会やす
らぎ苑

田島三丁目６番１３号 ６７５１－１２７０

335 大阪市 生野区 寿幸苑デイサービスセン 林寺４丁目１４番１２号 ６７１４－２２２１
336 大阪市 生野区 瑞光苑デイサービスセン 巽東四丁目１１番１０号 ６７５８－００８８
337 大阪市 生野区 生野サンボラム 桃谷五丁目１１番１５号 ６７１５－１７７７

338 大阪市 生野区
生野区在宅デイサービスセ
ンター

勝山北三丁目１３番２０号 ６７１２－３１０１

339 大阪市 生野区
生野東地域在宅サービスス
テーション夢の箱

生野東二丁目５番８号 ６７１５－２１８８



340 大阪市 生野区 大池橋サンボラム 中川西三丁目１０番１８号 ６７１５－３７５１

341 大阪市 生野区
宅老所あでらんて「二条通
りの家」

田島一丁目６番１４号 ７８９０－１００６

342 大阪市 生野区
宅老所アデランテ「北鶴橋
の家」

鶴橋三丁目５番４１号 ６７１７－７７０７

343 大阪市 生野区 茶話本舗デイサービス小路 小路一丁目２番１８号 ７１７３－９１２０

344 大阪市 生野区
茶話本舗わくわくデイサー
ビス生野

舎利寺三丁目４番５号 ６７９６－７１８５

345 大阪市 生野区 田島デイサービスセンター 田島四丁目４番１７号 438826

346 大阪市 生野区
桃谷デイサービスセンター
ふれあい

勝山南二丁目２番２１号 ６７１８－８２９０

347 大阪市 生野区
特別養護老人ホームサン・
アクエリア

新今里四丁目１１番１７号 ６７５５－１１６５

348 大阪市 生野区
有限会社さかい介護サービ
ス・デイサービスきよちゃん

勝山南四丁目１１番２号 ６７１６－２７０５

349 大阪市 生野区
有限会社さかい介護サービ
ス・デイサービスきよちゃん

林寺三丁目６番６号 ６７１６－１０００

350 大阪市 旭区
あかがわ生協診療所デイ
サービスげんき

生江二丁目８番８号 ６９２９－２６０３

351 大阪市 旭区
うららデイサービスセンター
大宮

大宮四丁目６番１号 ４２５４－５７７０

352 大阪市 旭区
さくら苑デイサービスセン
ター太子橋

太子橋二丁目８番３１号 ４２５４－３００３

353 大阪市 旭区 ジョイリハ関目高殿 高殿四丁目１９番３号 ６９５８－１５５５
354 大阪市 旭区 セントケアいくえ 生江二丁目１１番１５号 ６９２７－１０５４
355 大阪市 旭区 デイサービス ほっと 中宮四丁目１５番１０号　ＤＳ工大前１Ｆ ６７８６－４５８１
356 大阪市 旭区 デイサービスあかがわ 赤川三丁目３番６号 ６９２４－７１００
357 大阪市 旭区 デイサービスオリオン 新森一丁目６番１１号 ６９５７－０００２
358 大阪市 旭区 デイサービスしろきた 生江三丁目２１番２５号 ６９２８－７００４

359 大阪市 旭区
デイサービスセンターあい
あい

赤川一丁目６番１２号 ６９２６－１１２２

360 大阪市 旭区
デイサービスセンター一寸
法師

生江二丁目４番２号 ６９２１－０３８５

361 大阪市 旭区 デイサービスセンター今市 今市一丁目２番２号 ６９５８－５５６６
362 大阪市 旭区 デイサービスライフライト 赤川二丁目１番１４号　ロゼオグランデ１Ｆ ６９２４－００３０
363 大阪市 旭区 デイサービス福宝あさひ苑 大宮二丁目２番１３号 ６９５１－２６０３
364 大阪市 旭区 デイサービス和ごころ 新森二丁目１４番３０号　メゾンド寿１０２号 ６９５５－１８０９
365 大阪市 旭区 まきデイサービスセンター 清水四丁目２番２２号 ６９５３－１５０６
366 大阪市 旭区 ミック健康の森　千林 千林２－１６－８ ６１６７－４３１０
367 大阪市 旭区 めいとくデイサービスセン 生江一丁目３番２６号 ６９２１－５９００

368 大阪市 旭区
リハビリデイサービスげんき
倶楽部

高殿二丁目９番１３号　エクソン高殿１階 ６１５５－６１７７

369 大阪市 旭区
リハビリデイサービスポシブ
ル森小路

新森三丁目３番２２号みどり荘１Ｆ ６９５１－０２５５

370 大阪市 旭区
リハビリデイサービスポシブ
ル太子橋

太子橋三丁目９番１７号 ６９５６－１２００

371 大阪市 旭区
リハビリテーションセンター
アビリティ森小路

新森三丁目３番２２号みどり荘１Ｆ ６９５１－０２５５

372 大阪市 旭区
リハビリテーションセンター
アビリティ太子橋

太子橋三丁目９番１７号 ６９５６－１２００

373 大阪市 旭区 ロコトレ倶楽部 生江一丁目１０番３５号 ６９２６－１１３７

374 大阪市 旭区
旭区在宅デイサービスセン
ター

高殿六丁目１６番１号 ６９５７－２２００

375 大阪市 旭区
医療法人桜医会機能訓練
センター新森さくら

新森三丁目５番２号 ６９５５－１２３３

376 大阪市 旭区
医療法人桜医会機能訓練
センター中宮さくら

中宮二丁目２２番４号 ６９５４－０６０７

377 大阪市 旭区
医療法人藤仁会つばさリハ
ビリデイサービス

中宮一丁目１２番２１号 ６９５３－０００９

378 大阪市 旭区 金太郎デイサービスセン 中宮一丁目３番９号ーＡ号 ６９５４－８５６８

379 大阪市 旭区
高殿苑ホームケアサービス
センター

高殿二丁目１１番２６号 ６９２３－００６９

380 大阪市 旭区 樹楽団らんの家高殿 高殿四丁目１８番２１号 ６９２３－８２５６
381 大阪市 旭区 笑和デイサービス 森小路一丁目１１番８号 ７１７２－１２１７
382 大阪市 旭区 森小路ケアセンター 森小路二丁目３番２３号 ６９５７－０３０７

383 大阪市 旭区
茶話本舗デイサービス新森
公園

新森５－１３－１－１Ｆ ７４９２－５００７

384 大阪市 旭区
通所介護センター「おもいで
の郷」

清水二丁目９番１５号 ６９５１－５５９７

385 大阪市 旭区 通所介護リビングデイ中宮 中宮四丁目１１番３０号 ６９５７－７７７１



386 大阪市 旭区
老人デイサービスセンター
旭東地域在宅サービスス
テーション旭さくら苑

清水三丁目１５番２３号 ６９５７－８００８

387 大阪市 旭区 老人デイサービスセンター 生江三丁目２７番６号 ６９２８－１０１０
388 大阪市 城東区
389 大阪市 鶴見区

390 大阪市 阿倍野区
Ｊサポート天王寺ライフガー
デン

天王寺町北一丁目４番１５号 ６７１３－５１７１

391 大阪市 阿倍野区 ＮＢＬ福祉センターⅡ 松虫通三丁目７番１８号 ６６５６－３５００

392 大阪市 阿倍野区
アシスト２１桃ケ池デイサー
ビス

桃ケ池町二丁目８番１６号 ６６２６－５６７０

393 大阪市 阿倍野区
いくとく高齢者デイサービス
センター

天王寺町北三丁目１８番１６号 ６７１３－１１６５

394 大阪市 阿倍野区
エルケア株式会社総合在宅
サービスセンターデイサー
ビス阿倍野

阪南町一丁目４５番３号 ６６２２－７３４９

395 大阪市 阿倍野区 デイ・ラ・ルーチェ 阿倍野筋五丁目９番２７号ラルーチェ阿倍野３ ６６２４－２６０７

396 大阪市 阿倍野区
デイサービスセンター「あこ
がれ」

天王寺町北二丁目１３番２２号 ６７１３－１９１９

397 大阪市 阿倍野区
デイサービスセンターあべ
のエトワル

旭町一丁目３番１１号 ６６４５－１０５５

398 大阪市 阿倍野区 デイサービスセンター帝塚 北畠三丁目１７番２１号 ６６５１－１７５０

399 大阪市 阿倍野区
デイサービス阿倍野りんご
の里

王子町一丁目４番１５号 ６６２２－３８５８

400 大阪市 阿倍野区 デイサービス小蝶 帝塚山一丁目１８番２１号 ６６５６－１８８６
401 大阪市 阿倍野区 デイサービス昭和町 昭和町１－１３－４ ６６２１－３１６１

402 大阪市 阿倍野区 デイサービス笑楽西田辺
阪南町七丁目８番１号デイリーカナートイズミヤ
西田辺店２Ｆ北側

６６０９－６６１１

403 大阪市 阿倍野区 デイサービス大きなかぶ 西田辺町一丁目１３番３１号 ６７７７－２５５６

404 大阪市 阿倍野区
ドゥマサコーヌ鶴ヶ丘デイ
サービスセンター

西田辺町一丁目１１番３号 ６６０８－３５２０

405 大阪市 阿倍野区 パワーリハ昭和町 昭和町２－３－１－１０１ ６６２８－０６５５
406 大阪市 阿倍野区 ヒューマンライフケアあべの 相生通二丁目１４番３０号 ６６５５－５１２１
407 大阪市 阿倍野区 ふれ愛丸山荘 丸山通一丁目２番８号 ６６５５－６６１１
408 大阪市 阿倍野区 リハビリ・スタジオゆめ 美章園二丁目２８番１４号 ６７１９－５０５０

409 大阪市 阿倍野区
阿倍野区在宅デイサービス
センター

帝塚山一丁目３番８号 ６６２８－１２１２

410 大阪市 阿倍野区
高齢者デイサービスセン
ターいくとくⅡ

長池町１８番２０号 ４３９９－０１２０

411 大阪市 阿倍野区
社会福祉法人みおつくし福
祉会ふみのさと倶楽部

文の里三丁目６番１０号 ６６２４－６５２２

412 大阪市 阿倍野区 樹楽団らんの家阿倍野北 相生通一丁目１０番２１号 ７１７２－１８３３
413 大阪市 阿倍野区 第二大きなかぶ 西田辺町一丁目１３番２号 ６５６９－９４０６

414 大阪市 阿倍野区
茶話本舗デイサービス阿倍
野亭

昭和町二丁目１３番１１号 ６５６９－９６７９

415 大阪市 阿倍野区 茶話本舗デイサービス天王 阿倍野筋四丁目９番地２３ ６６２６－１２３０

416 大阪市 阿倍野区
特定非営利活動法人エフ・
エーはなまるデイサービス

桃ケ池町２丁目１１番２０号 ４３９９－０５６７

417 大阪市 住之江区
いわき園デイサービスセン
ター

南加賀屋三丁目９番２号 ６６８３－６６７６

418 大阪市 住之江区
グルメ杵屋社会貢献の家老
人デイサービス事業部

浜口東二丁目５番１４号 ６６７１－２５００

419 大阪市 住之江区 デイサービスあおぞら 浜口東三丁目６番２３号 ６６７４－９２１１

420 大阪市 住之江区 デイサービスアトム
中加賀屋３丁目１２番１５号第２ランスロットハイ
ツ１階・２階（２０６号室）

６６８６－０３６６

421 大阪市 住之江区 デイサービスセンター・えむ 西加賀屋三丁目１２番１６号 ６６８２－５４３２
422 大阪市 住之江区 デイサービスセンターしらな 南港中三丁目３番４３号 ６５６９－６０６０

423 大阪市 住之江区
デイサービスセンターびわ
の木

粉浜西二丁目１番５号 ６６７１－７１２３

424 大阪市 住之江区
デイサービスセンターブ
ルーム北加賀屋

北加賀屋一丁目５番６号 ６６８２－２９４１

425 大阪市 住之江区 デイサービスセンターまど 御崎一丁目９番２９号 ４７０２－６１８５

426 大阪市 住之江区
デイサービスセンター豊泉
家新北島

新北島七丁目４番２０号 ６６８３－４２００

427 大阪市 住之江区 デイサービスセンター夢空 御崎六丁目１番３号　タカラビル２階 ６６８１－７７７３
428 大阪市 住之江区 デイサービスひろゴンの部 中加賀屋３－１２－２２ ６６８６－４３００
429 大阪市 住之江区 デイサービスわか 安立一丁目６番１５号　ネオハイツ住吉１０１号 ６６７４－６３６３
430 大阪市 住之江区 デイサービスわか北加賀屋 北加賀屋五丁目６番２５号　レインボー２１Ｂ棟１ ６１１５－２８８２
431 大阪市 住之江区 デイサービス御崎 御崎五丁目１番２４号　ラシーヌ御崎１階 ６６８４－２２４１
432 大阪市 住之江区 デイサービス小蝶住之江 新北島一丁目１番１９号 ６６８３－１８００
433 大阪市 住之江区 デイリハビリ春 東加賀屋四丁目６番１４号住吉センタービル１Ｆ ６１１５－２０７７
434 大阪市 住之江区 はなみずき 御崎七丁目５番５号御崎久宝庵１階 ６６８５－８２１０



435 大阪市 住之江区
ふくふく庵デイサービスセン
ター

安立四丁目１番４号　メゾンＡメッツ１階Ａ ６６７４－２９５１

436 大阪市 住之江区 リハビリデイサービス一歩 北加賀屋一丁目３番１５号 ６６８５－３０５５

437 大阪市 住之江区
住之江区在宅デイサービス
センター

御崎四丁目６番１０号 ６６８６－２２３４

438 大阪市 住之江区
茶話本舗デイサービスなに
わ亭

安立一丁目１１－３３ ６６２９－８５６１

439 大阪市 住之江区
南港北地域在宅サービスス
テーションきのみ

南港中四丁目２番３０号 ６６１２－９９８８

440 大阪市 住之江区
福来朗トレーニングデイ
サービス

西住之江三丁目１番２１号セリザー住之江１Ｆ ４７０１－３００３

441 大阪市 住吉区 あいあいデイサービス 長居東一丁目２２番１７号 ７８９７－６６１２

442 大阪市 住吉区 あいゆーデイサービス
東粉浜一丁目１番２１号ユアサハイム帝塚山１０
６号

６６２９－８１６６

443 大阪市 住吉区
アップリケアデイサービスセ
ンター

浅香一丁目８番３８号 ６６９６－１１７７

444 大阪市 住吉区 あびこケアセンターそよ風 我孫子東三丁目３番１１号 ６６９５－２０７１
445 大阪市 住吉区 アミコ愛・あい・デイサービ 清水丘三丁目１４番２号 ６６７２－６６５５

446 大阪市 住吉区
アンパス住吉デイサービス
センター

山之内三丁目４番９号　大和川地域在宅サービ
スステーション内

４７００－１２３４

447 大阪市 住吉区
ウィズケアーデイサービス
センター

我孫子東一丁目１番７号 662311

448 大阪市 住吉区 カルミアデイサービスセン 住吉一丁目７番３４号 ６６７８－２５１５

449 大阪市 住吉区
さかもとスポーツリハビリ
テーションデイサービス

南住吉一丁目２５番２０号 ６６０８－６２００

450 大阪市 住吉区
チャンプホームリハビリデイ
サービス

我孫子三丁目４番２５号 ６６０８－４１６５

451 大阪市 住吉区 ツクイ大阪南万領 万代東四丁目４番１号 661133
452 大阪市 住吉区 デイサービスあおい空 万代三丁目１２番２３号 ７４９２－８６８２
453 大阪市 住吉区 デイサービスセンターアクト 南住吉四丁目１５番７号 ６６９７－１１８１

454 大阪市 住吉区
デイサービスセンターあび
こやすらぎの里

我孫子二丁目１番１８号 ６６９２－４９７６

455 大阪市 住吉区
デイサービスセンターウェル
ネスあびこ

我孫子西一丁目２番１５号 ６６０８－３０００

456 大阪市 住吉区
デイサービスセンターサル
ビア

苅田二丁目１２番６号　リバージュ住吉１Ｆ ４７００－２７００

457 大阪市 住吉区
デイサービスセンターバ
リューライフ長居

長居四丁目５番１５号 ６６０７－２６０１

458 大阪市 住吉区
デイサービスセンタール・ロ
ゼイアネックス墨江

墨江一丁目４番１０号　東洋プラザ住吉１０１ ６６７２－２００７

459 大阪市 住吉区 デイサービスセンター恵楽 山之内一丁目１９番２号 ６６９３－４１２８
460 大阪市 住吉区 デイサービスナカムラ 我孫子三丁目８番１９号 ６６９１－７５９０
461 大阪市 住吉区 にこにこリハビリデイサービ 我孫子東三丁目１番２３号 ７１７４－９８５８
462 大阪市 住吉区 のんびれっ家 長居二丁目５番２１号サンセンビル１Ｆ ６６０８－４１２６

463 大阪市 住吉区
ハートケアデイサービス帝
塚山

万代二丁目２番２７号 ６６７２－０２０２

464 大阪市 住吉区
ふれ愛の館しおんデイサー
ビスセンター

苅田四丁目３番１５号 ６６０８－２１１０

465 大阪市 住吉区 みとうデイサービスセンター 長居西三丁目６番２１号 ６６９９－８５００
466 大阪市 住吉区 みとうデイサービスレッツ 長居西三丁目３番１６号 ６６０５－９８００

467 大阪市 住吉区
リハビリデイサービスｎａｇｏ
ｍｉ帝塚山店

万代三丁目１番２４号 ６６７１－７５３０

468 大阪市 住吉区
リハビリデイサービス大きな
手

万代二丁目６番６号 ４７０１－８０００

469 大阪市 住吉区
ろーたすデイサービスみなく
る

万代六丁目２０番３号インペリアル・メゾン・
フィールド１階

６６７５－７５７５

470 大阪市 住吉区
医療法人社団真希会アグ
ナスデイサービスセンター

苅田二丁目８番２６号 ６６９０－２２３３

471 大阪市 住吉区
医療法人真芳会いきいきパ
ワーリハビリテーション

我孫子四丁目８番１４号 ６６５５－０８４０

472 大阪市 住吉区
三橋デイサービスセンター
つるかめ

苅田八丁目６番２６号 ６６９８－１１００

473 大阪市 住吉区
三橋医院リハビリテーション
センター

苅田六丁目４番１８号 ７１７３－０６４２

474 大阪市 住吉区 山桜デイサービス 住吉一丁目８番４４号 ４７０１－３７５１

475 大阪市 住吉区
社会福祉法人一隅苑デイ
サービスセンター

我孫子東一丁目４番３７号 ４７００－１０００

476 大阪市 住吉区
住吉第二地域在宅サービ
スステーションなごみ

帝塚山東５丁目１０番１５号 ６６７６－０７５３

477 大阪市 住吉区 清水丘リハビリデイサービ 清水丘２丁目１９番３号 ７５０３－４０９５

478 大阪市 住吉区
生活協同組合おおさかパル
コープデイサービス帝塚山

帝塚山東四丁目５番８号 ６６７８－５０１０



479 大阪市 住吉区
長居西地域在宅サービスス
テーションながいの里

長居西三丁目１番６号 ６６９５－６６４５

480 大阪市 住吉区
長整形外科デイサービスセ
ンター

山之内一丁目２６番１５号 ６６９６－８０１１

481 大阪市 住吉区
南大阪医療生活協同組合
デイサービスなないろ

沢之町一丁目３番１６号 ６６９５－１１３９

482 大阪市 住吉区
墨江丘地域在宅サービスス
テーション「ル・ロゼイ」

清水丘三丁目１５番３号 ６６７２－１２８０

483 大阪市 住吉区
有限会社ケアエフォート・和
らく

墨江３－９－７ ４７０１－５５４８

484 大阪市 住吉区
玲風苑高齢者デイサービス
センター

帝塚山東二丁目１番３５号 ４７０１－１１２１

485 大阪市 住吉区
絆ひだまりの会あいあい遠
里小野の家

遠里小野五丁目２番１４号 ６６９３－２４２４

486 大阪市 東住吉区 事業所名 住所 電話番号

487 大阪市 東住吉区
アイネットデイサービスセン
ター

西今川一丁目１４番２３号 ６７１３－１３７７

488 大阪市 東住吉区
あかつきデイサービスセン
ター壱

桑津二丁目９番１３号 ６７１４－５５５８

489 大阪市 東住吉区
あっとほうむデイサービスセ
ンター

杭全一丁目４番２０号 ６７１９－８８８０

490 大阪市 東住吉区
アミライフ・東住吉デイサー
ビス

住道矢田六丁目２番２４号 ６７６９－１５１４

491 大阪市 東住吉区 いきいきリハビリデイサービ 中野四丁目１２番２３号 ７８９０－３７１９
492 大阪市 東住吉区 ヴァンサンクポルテ 湯里六丁目３番２７号 ６７６０－５６７１

493 大阪市 東住吉区
くれない高齢者デイサービ
スセンター

今川七丁目９番７号 ６７６９－１１５５

494 大阪市 東住吉区
さわほんぽデイサービスセ
ンター東住吉

駒川三丁目１７番１５号 ６６２３－３２２０

495 大阪市 東住吉区 ジョイリハ南田辺 南田辺三丁目８番１２号 ４７００－７２１１
496 大阪市 東住吉区 たけはらリハビリデイサービ 桑津五丁目２０番５号 ７５０４－７８５８
497 大阪市 東住吉区 ツクイ東住吉 杭全五丁目５番２２号 ６７１０－１３３０
498 大阪市 東住吉区 デイサービスシンシア 山坂四丁目１４番２２号 ６６０８－１８７２

499 大阪市 東住吉区
デイサービスセンターヴァン
サンク

湯里二丁目５番８号 ６７０４－２９７１

500 大阪市 東住吉区 デイサービスセンターうさぎ 矢田一丁目１９番１８号 ６６９８－４１６５

501 大阪市 東住吉区
デイサービスセンターさくら
の樹

西今川二丁目２０番１０号 ６７０２－０３１７

502 大阪市 東住吉区
デイサービスセンターはな
みずき

矢田五丁目７番３４号 ６６０５－６７９７

503 大阪市 東住吉区 デイサービスセンターみふく 西今川一丁目１６番３８号　ハイツキシモト１階 ４３０１－０３２９
504 大阪市 東住吉区 デイサービスセンターやぎ 今川四丁目２１番２０号 ７８９４－５８４５

505 大阪市 東住吉区
デイサービスセンターゆめ
長居公園

鷹合三丁目１番３３号 ４７００－５６７７

506 大阪市 東住吉区
デイサービスセンターりらっ
くす

湯里五丁目１４番３号 ６７７６－２０５６

507 大阪市 東住吉区
デイサービスセンター今が
ええ家

田辺五丁目１０番１５号 ６６２３－３３８３

508 大阪市 東住吉区
デイサービスセンター城南
ホーム

住道矢田四丁目２０番１７号 ６７６０－６５３９

509 大阪市 東住吉区 デイサービスセンター親 湯里五丁目１１番２号 ６７０３－１００１
510 大阪市 東住吉区 デイサービスちっちゃな家 今川五丁目８番２５号 ６７０３－００５０
511 大阪市 東住吉区 デイサービスつぼみ 北田辺三丁目５番１０号　ファースト北田辺１階 ４３０１－８７２０
512 大阪市 東住吉区 デイサービスビッグパパ 北田辺１丁目３番７号ハイツムラタ美章園１階 ６７１０－３６６０
513 大阪市 東住吉区 デイサービスふくちゃん矢 矢田一丁目３番１５号 ７１７６－０５３９
514 大阪市 東住吉区 デイサービスゆり東住吉 桑津一丁目７番３０号 ４３０１－００３９

515 大阪市 東住吉区
デイサービスりんごの木大
阪本店

南田辺一丁目９番７－１０１号 ６６２１－８０８８

516 大阪市 東住吉区 パートナー介護センター 杭全七丁目７番４号 ６７１０－６７１０

517 大阪市 東住吉区
パナソニックエイジフリー東
住吉デイセンター

今川三丁目１２番６号 ６７０１－４４３３

518 大阪市 東住吉区
ベストケア・デイサービスセ
ンター駒川

駒川４丁目９番５号 ６６９６－３２１０

519 大阪市 東住吉区 めばえデイサービスセン 駒川一丁目２１番２１号 ６７１３－２９０６
520 大阪市 東住吉区 ゆとりデイサービス 湯里二丁目９番１２号 ６７０５－００９２

521 大阪市 東住吉区
リハビリデイサービスｎａｇｏ
ｍｉ桑津店

桑津五丁目１０番２１号 ６７１３－７５３５

522 大阪市 東住吉区
リハビリデイサービスポシブ
ル東住吉

中野三丁目８番４号第二池田ビル ６７６０－６７５０

523 大阪市 東住吉区
愛のトマトデイサービスセン
ター

照ケ丘矢田４丁目１３番２０号 ６７０２－４３４１



524 大阪市 東住吉区
医療法人医道会中島医院
デイサービス

照ケ丘矢田一丁目１０番１５号 ６７０１－５７２１

525 大阪市 東住吉区 憩いサロン　クレオ 桑津３丁目２－１２ ６７７７－９２０８

526 大阪市 東住吉区
高齢者デイサービスセン
ター花嵐

矢田六丁目８番７号 ６６９９－９９１５

527 大阪市 東住吉区
在宅介護ステーションせい
りょう

公園南矢田四丁目１０番６号 ６６９９－９０００

528 大阪市 東住吉区
小規模民家型デイサービス
縁や南田辺

南田辺一丁目２番２０号 ６６２６－４１４３

529 大阪市 東住吉区 清家デイサービスセンター 鷹合二丁目９番８号 ４７００－７００２
530 大阪市 東住吉区 東住吉リハビリセンター 矢田二丁目１６番８号 ６６０５－５５５５
531 大阪市 東住吉区 東住吉介護センター駒川 駒川三丁目２８番４号メゾン駒川１階 ６６２３－２２６３
532 大阪市 東住吉区 北田辺なごみデイサービス 北田辺五丁目８番３号 ６６２１－３０３３

533 大阪市 平野区
あいサポート リハビリデイ
サービス

喜連西五丁目３番４０号竹田ビル１０１号 ４９７７－３８１６

534 大阪市 平野区 エクセレントケア 長吉六反一丁目２番９号 ６７９７－６５１１

535 大阪市 平野区
かわなべさわやかデイサー
ビス

長吉川辺三丁目７番２７号 ６７６０－７１００

536 大阪市 平野区
げんきでわくわく通所サービ
ス

長吉長原１丁目８番１５号ワカイシビック第一ハ
イツ

６７６０－７５５２

537 大阪市 平野区 スバルデイサービスセン 喜連西三丁目１３番１３号１階 ６７６０－５６１２
538 大阪市 平野区 デイサービス　せんと 加美北３－８－２８　トラステイ加美 ４３０３－６７８８
539 大阪市 平野区 デイサービスあんず平野 長吉川辺二丁目北４番４５号 ４３０２－４５２２
540 大阪市 平野区 デイサービスジョイフル西脇 西脇三丁目１番１号 ６６９０－３２１４

541 大阪市 平野区
デイサービスセンタースマイ
ルプラス

長吉川辺二丁目３番５号１階 ６７００－２３５０

542 大阪市 平野区 デイサービスセンターつつ 加美正覚寺二丁目３番１９号 ４３０３－８０１１

543 大阪市 平野区
デイサービスセンターつば
き平野

瓜破東三丁目１番１５号１Ｆ ６７０７－５４５４

544 大阪市 平野区 デイサービスセンターひだ 長吉長原一丁目１番１１号　サンライズ１階１０２ ６７０１－５２３０

545 大阪市 平野区
デイサービスセンターピュア
ネス

加美西二丁目３番１０号１階 ６７９３－６２３０

546 大阪市 平野区
デイサービスセンターほの
ぼの

流町四丁目１０番１０号 ６７９０－９９５５

547 大阪市 平野区 デイサービスセンターゆうき 瓜破西二丁目９番２６号 ６７０４－３９６５

548 大阪市 平野区
デイサービスセンターゆり
のはな

長吉長原西四丁目６番３号 ６７６９－０５０５

549 大阪市 平野区 デイサービスセンターらぶ 加美西二丁目３番５号 ６７９４－１３２５
550 大阪市 平野区 デイサービスセンター加美 加美北七丁目１番２号 ４３０３－７７００
551 大阪市 平野区 デイサービスセンター響 加美西二丁目６番５号 ４３０３－２０２２
552 大阪市 平野区 デイサービスセンター笑福 平野本町二丁目６番１７号 ６７７７－７４８７
553 大阪市 平野区 デイサービスセンター博寿 喜連東三丁目６番４０号 ６７００－２０６０

554 大阪市 平野区 デイサービスにこにこ庵
平野南二丁目１番７号ロイヤルグレイブ平野１０
２号室

６７０７－６０００

555 大阪市 平野区 デイサービスわたの花 加美正覚寺二丁目２番３号 ６７９５－１０７７
556 大阪市 平野区 デイサービス笑楽長原 長吉川辺２丁目北４番４５号 ４３０２－４５２２
557 大阪市 平野区 デイホームラ・シンシア 瓜破五丁目１番３６号 ６７０９－７１１１
558 大阪市 平野区 ながおリハビリデイサービ 平野西六丁目３番２２号 ７１７６－２６６９
559 大阪市 平野区 ナチュラルディサービス 西脇二丁目１１番３０号 ６７０２－７６１０

560 大阪市 平野区 ニチイケアセンター平野北
平野北二丁目１４番６号　オオクラ医療複合ビル
２階

６７９３－８３４１

561 大阪市 平野区 ハッピーひらの 長吉六反四丁目４番２７号 ６７０２－３４５５

562 大阪市 平野区
パナソニックエイジフリーひ
らのデイセンター

長吉出戸二丁目５番１３号　ピュール出戸１階 ６７０２－８４３１

563 大阪市 平野区 ビーナスクラブ平野本町 平野本町四丁目３番７号 ６７９４－０３００
564 大阪市 平野区 ひらのケアセンターそよ風 長吉長原四丁目１７番６号 ６７６９－６２７５

565 大阪市 平野区
プラムケアーデイサービス
センター「憩い」

平野北一丁目９番８号武陵医療複合ビル３階 ６７９４－９１５１

566 大阪市 平野区
ふるさぽーとデイサービス
センター

西脇二丁目９番３４号　クロス９パーク神田 ４３０２－３７７０

567 大阪市 平野区 リハビリステーションアズー 平野南三丁目８番１６－１０１号 ６７９７－８７１２
568 大阪市 平野区 リハビリデイサービスよつ葉 瓜破一丁目２番１８号 ６７００－４２８０
569 大阪市 平野区 リハビリデイサービスラクリ 平野南三丁目３番５号　フローライマイ１階・１０ ６７０３－４９７６
570 大阪市 平野区 愛和デイサービスセンター 加美東一丁目６番３５号 ６７９６－３５２０

571 大阪市 平野区
医療法人鴻尚会デイサービ
スセンター『ももの香』

背戸口一丁目７番１号 ６７９０－７３００

572 大阪市 平野区
医療法人鴻尚会デイサービ
スセンター『ももの香プラス』

背戸口一丁目７番２７号 ７８９０－７３０４

573 大阪市 平野区
医療法人隆星会デイリハオ
アシス

背戸口５丁目６番２９号 ６７９０－３３００

574 大阪市 平野区
瓜破西地域在宅サービスス
テーションてんそう苑

瓜破西二丁目１０番１０号 ６７０３－９７１２



575 大阪市 平野区 永寿デイサービスセンター 瓜破南一丁目２番１１号 ６７６０－５０７０
576 大阪市 平野区 介護センターかわむら 平野本町４－１４－１９ ６７９３－７０７８
577 大阪市 平野区 喜連西デイサービス 喜連西三丁目１５番２３号 ６７９７－２０１１

578 大阪市 平野区
生活共同組合おおさかパル
コープ平野郷デイサービス

平野本町三丁目１３－１３ ６７９２－６６９１

579 大阪市 平野区 茶話本舗デイサービス平野 背戸口二丁目１６番１号 ６７７７－５７７１

580 大阪市 平野区
中野みかデイサービスセン
ター

平野上町一丁目４番１６号 ４３０３－８８３５

581 大阪市 平野区
中野みかデイサービスセン
ターⅡ

平野上町一丁目１番８号 ４３０３－８８３３

582 大阪市 平野区 長吉デイサービスセンター 長吉川辺三丁目２０番１４号 ６７９０－０００７
583 大阪市 平野区 長吉西デイサービスセン 長吉出戸六丁目８番２１号 ６７６９－０００１

584 大阪市 平野区
長吉六反地域在宅サービ
スステーション

長吉六反四丁目５番２６号 ６７０２－４４６６

585 大阪市 平野区 平野サンボラム 加美北八丁目２２番４１号 ４３０３－８６７７

586 大阪市 平野区
平野介護総合支援プラザプ
ラムケアー通所介護事業所

平野北一丁目１０番３１号 ６７９１－５３００

587 大阪市 平野区
平野区在宅デイサービスセ
ンター

平野東二丁目１番３０号 ６７９５－２５２５

588 大阪市 平野区
平野地域在宅サービスス
テーション

背戸口一丁目１６番３０号 ６７９７－００３２

589 大阪市 平野区 万寿苑デイサービス 加美東四丁目１８番２３号 ６７９６－５１１１
590 大阪市 平野区 有限会社介護サロンひらの 平野本町四丁目７番２７号 ６７９３－２１８０

591 大阪市 平野区
有限会社瀬戸デイサービス
センター聖

加美北一丁目１７番９号 ６７５８－６３４８

592 大阪市 西成区 ＡＭＧデイサービスセンター 梅南一丁目５番８号 ６６５８－４８４５

593 大阪市 西成区
あっとほ～むデイサービス
センター

花園北一丁目９番２９号 ６６４１－５０９０

594 大阪市 西成区 アルトデイサービス 南津守三丁目１番６号 ６６５５－５０９８
595 大阪市 西成区 アルトデイサービス千本北 千本北二丁目３２番３９号 ６６５５－６３５５
596 大阪市 西成区 あんしんデイサービス岸里 岸里東一丁目２番９号 ６６５６－６２８０
597 大阪市 西成区 おうち 山王二丁目１４番１５号 ４９７７－７５４５
598 大阪市 西成区 きららデイサービスセンター 津守２丁目４番２３号北側１階 ６５６８－１３３３
599 大阪市 西成区 クラブデイサービス 千本北二丁目２９番１０号 ７１７７－８９８８

600 大阪市 西成区
クルーズ「楽座」天下茶屋
駅前

天下茶屋二丁目２１番１０号 ６６５６－３９６７

601 大阪市 西成区 コスモスの花天下茶屋 天下茶屋三丁目１９番２号 ６６６１－３０５０
602 大阪市 西成区 コスモスの里 松三丁目２番９号 ６６５１－９９６２
603 大阪市 西成区 コスモスみかんの里 岸里三丁目２番９号 ６６５３－５８７７
604 大阪市 西成区 こもれびデイサービスセン 天下茶屋東一丁目２０番５号 ６６１６－７１２６

605 大阪市 西成区
ツクイ天下茶屋デイサービ
スセンター

天下茶屋三丁目２８番６号 ６６５５－４６０６

606 大阪市 西成区 デイサービスうみ 花園北二丁目４番５号アパートはなぞの１Ｆ ６６４３－９８６４
607 大阪市 西成区 デイサービスうりずん 潮路二丁目１７番５号 ６６５２－０２８９
608 大阪市 西成区 デイサービスエンジョイ 南津守四丁目１番２号 ６６５１－７５００
609 大阪市 西成区 デイサービスオーク倶楽部 千本北二丁目３１番６号 ６６５２－７５５５
610 大阪市 西成区 デイサービスすみれ苑 花園北一丁目１０番１７号 ６６４３－８５５８

611 大阪市 西成区
デイサービスセンターあす
なろ苑

花園北一丁目３番１５号 ４３９７－５５３５

612 大阪市 西成区 デイサービスセンターのぞ 天下茶屋東二丁目１５番１２号 ６６５５－３０３０
613 大阪市 西成区 デイサービスセンターみどり 山王一丁目６番５号 ６６３１－８８０２
614 大阪市 西成区 デイサービスセンターめぐ 千本北二丁目１２番２号 ６６５２－５８１１
615 大阪市 西成区 デイサービスセンター白寿 南津守七丁目１２番３２号 ６６５１－１１２５

616 大阪市 西成区
デイサービスセンター美咲・
津守

津守一丁目７番３３号　小池外科４階 ６５６８－２８３１

617 大阪市 西成区 デイサービスひいらぎ 山王二丁目５番１４号　山王ＡＭＩビル ４３９７－６６６９
618 大阪市 西成区 デイサービスひろゴンの実 天下茶屋三丁目２６番１６号 ６６５９－２９９９
619 大阪市 西成区 デイサービスひろゴンの巣 千本中二丁目５番２４号　セントレージアーク１ ６６５６－２２２９
620 大阪市 西成区 デイサービスひろゴンランド 岸里東一丁目４番８号ウェルアップハイツ１階 ６６５１－１２６６
621 大阪市 西成区 デイサービスほのぼのの郷 千本中一丁目９番２８号 ４３９８－３８００
622 大阪市 西成区 デイサービス花しょうぶ 花園北一丁目１０番１７号 ６６４３－８５２１
623 大阪市 西成区 デイサービス希望のさと 花園北二丁目１５番３０号 ６６４３－８６３９

624 大阪市 西成区
なんくるないさぁーデイサー
ビス

南津守二丁目２番２７号 ６６５６－７４５６

625 大阪市 西成区
ビアンエトール恭愛老人デ
イサービスセンター

南津守一丁目４番７号 ６６５６－７００１

626 大阪市 西成区 ベルカインズデイサービス 潮路二丁目１７番６号 ４３９８－４００８
627 大阪市 西成区 ヤマモトデイサービス岸里 岸里東二丁目１０番１８号 ６６５８－４１６５
628 大阪市 西成区 ユートピア花園デイサービ 花園南二丁目７番８号泰山第１ビル５階 ６６５１－４６３４
629 大阪市 西成区 らいふデイサービスセン 天下茶屋一丁目６番１８号 ６６５２－９６０８

630 大阪市 西成区
医療法人山紀会デイサービ
スやまき

千本南一丁目２３番２８号 ６６５９－９１１１



631 大阪市 西成区 楽しいＤａｙ 天下茶屋一丁目２８番１１号 ６６５３－３３００

632 大阪市 西成区
港医療生活協同組合天下
茶屋デイサービスセンター
つれづれの里

聖天下一丁目１０番２６号 ６６５８－７７３３

633 大阪市 西成区
在宅介護サポートサービス
（株）和田

玉出中二丁目１番２５号 ６６５１－４３８７

634 大阪市 西成区
在宅介護サポートサービス
（株）和田新館

玉出西一丁目１０番６号 ６６５５－６４３３

635 大阪市 西成区 西成サランバン 梅南三丁目５番２２号 ６６５１－４７７７

636 大阪市 西成区
西成区在宅デイサービスセ
ンター

岸里一丁目５番２０号 ６６５６－００８０

637 大阪市 西成区
千本ＡＭＧデイサービスセ
ンター

千本北二丁目１番３号 ６６５１－４１２０

638 大阪市 西成区
茶話本舗デイサービス天下
茶屋

松三丁目５番２５号 ６６５５－５６７０

639 大阪市 西成区
通所介護セルフサポートセ
ンターライナス

玉出中一丁目４番１７号　ＮＯ．１０東宝ビル ６６５５－５９６５

640 大阪市 西成区
鶴見橋ＡＭＧデイサービス
センター

鶴見橋三丁目５番２５号 ６５６７－５２２２

641 大阪市 西成区
鶴見橋地域在宅サービスス
テーション

出城二丁目４番１２号 ６５６８－０９９０


