
豊中市委託事業 

作成：社会福祉法人 豊中市社会福祉協議会 

地域包括ケアシステムの構築に向けた社会資源等調査 

地域資源一覧表 
《事業所等》 



移送サービス

移送サービス事業所 〒 住所 電話番号 FAX

1 あさがおケアサービス株式会社 560-0011 豊中市上野西3-15-24
06-6848-2782
090-4034-2877

06-6848-2782

2 介護タクシー和らぎ 561-0858 豊中市服部西町2-4-18
090-9714-6321
06-6866-0625

06-6863-0803

3 有限会社　みらい 560-0005 豊中市西緑丘3-22-20 06-6840-5900 06-6842-6234

4 介護タクシーにしむら 561-0892 豊中市山ノ上町13-6 090-4641-8603 06-6843-7464

5 介護タクシーフリージア 560-0013 豊中市上野東2-4-73
0120-059-635
090-3052-6818

06-7501-5928
※事前にTEL要

6 ケアサービスいろは 560-0051 豊中市永楽荘2-13-31
090-8525-6474
06-6845-3844

06-6152-5137

7 松本介護タクシー 560-0021 豊中市本町8-6-3
090-9273-4638
06-6858-6511

06-6858-4610

8 ライフサポート　きらめき 560-0054 豊中市桜の町5-3-39-401
06-6843-3466
090-3036-8039

06-6843-3265

9
（社福）大阪府社会福祉事業団「豊寿荘」
（ほのぼの号）

560-0083 豊中市新千里西町2-7-2 06-6831-7225 06-6836-1600

10 特定非営利活動法人　CIL豊中 560-0033 豊中市蛍池中町2-3-1-202 06-6840-8195 06-6840-8196

11 あだち福祉タクシー 561-0813 豊中市小曽根4-2-5-402
06-6333-0168
090-8388-8906

06-6333-0168

12 かいごタクシーおおくぼ 561-0822 豊中市三国1-10-4
06-4866-6258
090-6055-1080

06-4866-6258

13 介護タクシー松柏 561-0831 豊中市庄内東町4-10-5 090-2388-4714 06-6336-3160

14 てらす介護タクシー 561-0832 豊中市庄内西町4-5-6
06-6334-3396
090-7556-8379

06-6334-3396



TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内　 （　要相談　）

・　大阪府外 （　要相談　）

・　必要　→ （　3　）名まで乗車可能（ご本人様＋付添2名様）

・　不要

・　その他条件による（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　）

・　不可

・　可 （有料）

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

平成28年9月更新

会社名
事業所名 あさがおケアサービス株式会社

所在地等

TEL／FAX

ホームページ

ハンディキャップを持たれた方

http：//www.geocities.jp/caretaxi_asagao

E-mail

06-6848-278206-6848-2782

車いす対応

ストレッチャー
対応

対象者

お手伝い
できること、
サービス

（オムツ交換等・酸素有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

ドライバーは介護施設経験者です。（ホームヘルパー2級）
付添、ガイドヘルパー手配します。（有料）

〒560-0011
　豊中市上野西3丁目15-24

利用目的 通院・入退院、お食事、冠婚葬祭、一時帰宅、旅行（日帰り・宿泊）　等

利用料金、
支払い方法

基本料金：迎車（お迎え料金）＋メーター運賃
※介助料金が発生する場合もあります。

申込み先、
申込み方法

（携帯電話）090-4034-2877

キャンセル料
期限等

なし

送迎範囲
（全域または
区域を記入）

家族等の
付き添い

事業内容
介護タクシー（移送）
※豊中市消防本部認定　民間患者等搬送車両

移送サービス事業所①

営業日・時間
（定休日） 月～土　8：00～18：00　（定休日：日曜日）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所



TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内　

・　大阪府外

・　必要　→ （　　　）名まで乗車可能

・　不要 ※付添の方も同乗できます。

・　その他条件による（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　） ※有料

・　不可

・　可 （有料）

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

傷病者、要支援者以上、身体・知的障害者

移送サービス事業所②

平成28年9月更新

会社名
事業所名 介護タクシー和らぎ 対象者

所在地等
〒561-0858
　豊中市服部西町2丁目4-18

利用目的 自由

TEL／FAX 06-6866-0625 06-6863-0803
利用料金、
支払い方法

中型車　初乗運賃2kmまで680円、加算266mごとに80円
大型車　初乗運賃2kmまで700円、加算228mごとに80円
他に、時間制運賃（貸切料金）あり。身体・知的障害者割引、深夜・早朝割増あり。

ホームページ http：//hiroshin.nai@gaia.eonet.ne.jp
申込み先、
申込み方法

（携帯電話）090-9714-6321、（TEL＆FAX）06-6866-0625

E-mail
キャンセル料

期限等
前日まで無料

営業日・時間
（定休日） 8：00～18：00　※予約により変更可　（定休日なし） 送迎範囲

（全域または
区域を記入）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

家族等の
付き添い

事業内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

ドライバー全員が第二種自動車運転免許取得・介護講習修了していま
す。

介護・福祉タクシー
※豊中市消防本部認定　民間患者等搬送車両

車いす対応

ストレッチャー
対応

お手伝い
できること、
サービス



TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内　

・　大阪府外

・　必要　→ （　　　）名まで乗車可能

・　不要

・　その他条件による（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　） ※有料

・　不可

・　可

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

介護保険認定者・障害者の方

移送サービス事業所③

平成28年9月更新

会社名
事業所名 有限会社みらい 対象者

所在地等
〒560-0005
　豊中市西緑丘3-22-20

利用目的 特に限定はなし

TEL／FAX 06-6840-5900 06-6842-6234
利用料金、
支払い方法

小型車　初乗運賃650円、加算345mごとに80円
中型車　初乗運賃670円、加算306mごとに80円
他に、時間制運賃あり。障害者手帳持参者割引、深夜・早朝割増あり。

ホームページ http：//mirai-care.com
申込み先、
申込み方法

（有）みらい福祉タクシー部
電話でのご予約：06-6840-5900

E-mail
キャンセル料

期限等
当日、ご自宅まで伺った際のキャンセルは、キャンセル料をいただきます。

営業日・時間
（定休日）

送迎範囲
（全域または
区域を記入）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

家族等の
付き添い

事業内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

ドライバーは第二種自動車免許、ホームヘルパー2級資格あり。

車いす対応

ストレッチャー
対応

お手伝い
できること、
サービス



TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内　

・　大阪府外

・　必要　→ （　　　）名まで乗車可能

・　不要

・　その他条件による（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　）

・　不可

・　可 （有料）

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

歩行困難の方

移送サービス事業所④

平成28年9月更新

会社名
事業所名 介護タクシーにしむら 対象者

所在地等
〒561-0892
　豊中市山ノ上町13-6

利用目的 通院　他

TEL／FAX 090-4641-8603 06-6843-7464
利用料金、
支払い方法

初乗運賃2kmまで640円、加算282mごと80円、時間制運賃30分ごと2,450円
支払いは現金またはタクシーチケット

ホームページ
申込み先、
申込み方法

（携帯電話）090-4641-8603

E-mail
キャンセル料

期限等
なし

営業日・時間
（定休日） 年中無休 送迎範囲

（全域または
区域を記入）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

家族等の
付き添い

事業内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

ドライバーはホームヘルパー2級、ガイドヘルパー資格あり。

一般患者輸送　タクシー事業

車いす対応

ストレッチャー
対応

お手伝い
できること、
サービス



TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内　 ※起点又は終点のいずれかが大阪府内であれば運行致します。

・　大阪府外

・　必要　→ （　　　）名まで乗車可能

・　不要

・　その他条件による（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　） ※有料

・　不可

・　可 （有料）

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

身体障害者、要介護認定、要支援認定を受けている者、その他、単独での移動が困難な者であって、単独
でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難なもの。
消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供
を受ける患者。

移送サービス事業所⑤

平成28年9月更新

会社名
事業所名 介護タクシーフリージア 対象者

所在地等
〒560-0013
　豊中市上野東2-4-73

利用目的
通院、買物、その他おでかけ用件、旅行、観光など。
また、これらの行動に伴う介助、付添いなどのサポート。

TEL／FAX 06-7501-5928 06-7501-5928
利用料金、
支払い方法

・タクシー運賃　（距離制）初乗2kmまで680円、加算266mごと80円
　　　　　　　　　　（時間制）30分ごとに2,520円
・介助料　基本500～1,000円（作業量による）階段介助は別加算。　※いずれも現金支払

ホームページ
申込み先、
申込み方法

フリーダイヤル：0120-059-635
又は、直通携帯電話：090-3052-6818

E-mail nobutaniguchi@zeus.eonet.ne.jp
キャンセル料

期限等
止むを得ない事情があれば頂戴致しませんが、その他の都合による場
合は、当日に限り1,000円頂戴致します。

営業日・時間
（定休日） 年中無休 夜間対応可 送迎範囲

（全域または
区域を記入）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

家族等の
付き添い

事業内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

ヘルパー2級資格あり
救急救命士1名
京都検定2級
行政書士

介護タクシー事業（３台運行）
※介護技術に長けた４人のスタッフで運営しております。
※豊中市消防本部認定　民間患者等搬送車両

車いす対応

ストレッチャー
対応

お手伝い
できること、
サービス

mailto:nobutaniguchi@zeus.eonet.ne.jp


TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内　 （全域）

・　大阪府外 （乗車時、下車時に営業区域の大阪府を含む500キロ以内）

・　必要　→ （　2　）名まで乗車可能

・　不要

・　その他条件による（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　）

・　不可

・　可

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

歩行困難者

移送サービス事業所⑥

平成28年9月更新

会社名
事業所名 ケアサービス　いろは 対象者

所在地等
〒560-0051
　豊中市永楽荘1-4-17

利用目的 自由

TEL／FAX 06-6845-3844
利用料金、
支払い方法

現金、クレジットカード可（Visa,MasterCard,American Expresｓ,JCB,Diners
Club,Discover）

ホームページ
申込み先、
申込み方法

（TEL）06-6845-3844

E-mail
キャンセル料

期限等
当日現地キャンセル2,450円

営業日・時間
（定休日） 不定休 送迎範囲

（全域または
区域を記入）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

家族等の
付き添い

事業内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

※民間救急
※医療用酸素完備
介護資格（ヘルパー2級・ガイドヘルパー）

車いす対応

ストレッチャー
対応

お手伝い
できること、
サービス



TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内　

・　大阪府外

・　必要　→ （　3　）名まで乗車可能

・　不要

・　その他条件による（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　）

・　不可

・　可

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

車イス生活の方、身体に障害のある方、一人で移動困難の方

移送サービス事業所⑦

平成28年9月更新

会社名
事業所名 松本介護タクシー 対象者

所在地等
〒560-0021
　豊中市本町8-6-3

利用目的 通院、入院、退院、旅行、買物、冠婚葬祭

TEL／FAX 06-6858-6511 06-6858-4610
利用料金、
支払い方法

現金（サービス終了後に支払）

ホームページ http：//lifecare.mikosi.com/
申込み先、
申込み方法

（携帯電話）090-9273-4638
（TEL）06-6858-6511　（FAX）06-6858-4610

E-mail
キャンセル料

期限等
当日キャンセル料　基本料金680円

営業日・時間
（定休日） 年中無休（年末年始休）　8：00～18：00 送迎範囲

（全域または
区域を記入）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

家族等の
付き添い

事業内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

・特殊車両による通院等の移送サービス
・救援事業
　　移送介助、病院等の付き添い
　　その他、法令に抵触しない範囲のすべての用事の手助
け

車いす対応

ストレッチャー
対応

お手伝い
できること、
サービス



TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内　

・　大阪府外 （大阪府内着であれば可能）

・　必要　→ （　2～3　）名まで乗車可能　

・　不要

・　その他条件による（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　） ※有料1回2,000円

・　不可

・　可

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

一般の交通機関を利用できない歩行困難者、障害者手帳をお持ちの方等

移送サービス事業所⑧

平成28年9月更新

会社名
事業所名 ライフサポートきらめき 対象者

所在地等
〒560-0054
　豊中市桜の町5-3-39-401

利用目的 通院、役所、銀行、買物、旅行、お墓参り等

TEL／FAX
06-6843-3466
090-3036-8039

06-6843-3265
利用料金、
支払い方法

現金（サービス終了後に支払）

ホームページ
申込み先、
申込み方法

（TEL）06-6843-3466、（携帯電話）090-4034-2877

E-mail
キャンセル料

期限等
前日までは無料、当日は料金が発生します。

営業日・時間
（定休日） 7：00～19：00（日曜・祝日　但し事前予約があれば営業します） 送迎範囲

（全域または
区域を記入）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

家族等の
付き添い

事業内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

ホームヘルパー2級、ガイドヘルパー（全身性）資格あり。

福祉用車両にて移送（介護タクシー）

車いす対応

ストレッチャー
対応

お手伝い
できること、
サービス



TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内　 （淀川区、西淀川区、東淀川区、北区）

・　大阪府外 （池田市、吹田市、箕面市、尼崎市、伊丹市）

・　必要　→ （　3　）名まで乗車可能

・　不要

・　その他条件による（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　）

・　不可

・　可

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

豊中市内在住の65歳以上の方で車椅子を使用している方。

移送サービス事業所⑨

平成28年9月更新

会社名
事業所名 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団　豊寿荘（ほのぼの号） 対象者

所在地等
〒560-0083
　豊中市新千里西町2-7-2

利用目的 自宅から医療機関、公的機関への送迎。

TEL／FAX 06-6831-7225 06-6836-1600
利用料金、
支払い方法

4km未満　300円、4km～8km未満　500円、8km～12km未満　1,000円
12km～16km未満1,500円、16km～20km未満　2,000円、以降5km毎500円

ホームページ http：//www.osj.or.jp/houju/
申込み先、
申込み方法

（TEL）06-6831-7225

E-mail houjusou@cello.ocn.ne.jp
キャンセル料

期限等
当日キャンセルのみ　300円

営業日・時間
（定休日） 月～土曜日の9：00～17：00（祝日・年末年始　12/29～1/3を除く） 送迎範囲

（全域または
区域を記入）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

家族等の
付き添い

事業内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

車椅子を利用している65歳以上の人で、一般の交通機関
を利用することが困難な在宅の高齢者を、リフト付自動車
で居宅から医療機関等へ送迎する「高齢者外出支援（送
迎）サービス（ほのぼの号）」の事業を豊中市より受託して
います。

車いす対応

ストレッチャー
対応

お手伝い
できること、
サービス

mailto:houjusou@cello.ocn.ne.jp


TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内　

・　大阪府外 （星ヶ丘医療センター（枚方市）・彩都友紘会病院（茨木市）のみ送迎）

・　必要　→ （　　　）名まで乗車可能

・　不要

・　その他条件による（必要に応じて家族、介助者の同乗をお願いしています）

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　）

・　不可

・　可 （ただし、小型のみ）

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

豊中市内に住所を有し、次のいずれかに該当する15歳以上65歳未満の人
概ね6歳以上15歳未満で車イス使用、65歳以上は車イスを使用していない人
①身体障害者手帳1,2級（下肢・体幹機能障害、視覚障害、内部障害）、②療育手帳A、③人工透
析の人

移送サービス事業所⑩

平成28年9月更新

会社名
事業所名 特定非営利活動法人　ＣＩＬ豊中 対象者

所在地等
〒560-0083
　豊中市蛍池中町2-3-1-202

利用目的 一般の交通手段を利用するのが困難な障害者の社会参加を支援する。

TEL／FAX 06-6840-8195 06-6840-8196
利用料金、
支払い方法

4km未満　300円、4km～8km未満　500円、8km～12km未満　1,000円
12km～16km未満1,500円、16km～20km未満　2,000円、20km以上　2,500円
当日現金支払い

ホームページ http：//www.ciltoyonaka.com/
申込み先、
申込み方法

豊中市障害者自立支援センターまで申込み。事前に利用登録をします。
電話受付（06-6857-3601）、FAX（06-6857-3602）

E-mail info@ciltoyonaka.com
キャンセル料

期限等
当日キャンセル料500円
（2ヶ月前から3日前まで予約受付）

お手伝い
できること、
サービス

営業日・時間
（定休日）

日曜・祝日を除く9：00～18：00（月・火 豊中市障害者自立支援センター休み）

（障害者通所支援「ボーイズ＆ガールズ」12：30～18：30）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　3　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

事業内容

（淀川区、西淀川区、東淀川区、北区、旭区、城東区、都島区、此花区、西区、福島
区、中央区、浪速区、港区、平野区）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

障害者総合支援法介護サービス
介護保険介護サービス
介助サービス
（ボーイズ＆ガールズ）
放課後等デイサービス
児童発達支援
重度障害児通所による療育・支援
（障害者自立支援センター）
豊中市障害者相談支援事業
特定相談支援・障害児相談支援
一般相談支援
豊中市障害者外出支援サービス
豊中市障害者給食サービス訪問聴き取り
点字名刺作成

車いす対応

送迎範囲
（全域または
区域を記入）

家族等の
付き添い

ストレッチャー
対応

mailto:info@ciltoyonaka.com


TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内　 ※大阪府内から府外、府外から大阪府内も可能。

・　大阪府外

・　必要　→ （　　　　）名まで乗車可能　 ※車イス1台と付添2名まで

・　不要

・　その他条件による（本人様と会話と運賃支払いが出来れば付添なしで乗車可）

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　）

・　不可

・　可

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

介護タクシーを必要とする利用者全般

移送サービス事業所⑪

平成28年9月更新

会社名
事業所名 あだち福祉タクシー 対象者

所在地等
〒561-0813
　豊中市小曽根4-2-5-402

利用目的 何でも可。

TEL／FAX
06-6333-0168
090-8388-8906

利用料金、
支払い方法

距離制運賃　初乗2kmまで660円、加算296kmごと80円
時間制運賃　2,150円／30分　※迎車運賃は初乗運賃を上限

ホームページ ｈｔｔｐ：//adachi702.on.omisenomikata.jp/facebook.com/adachifukushitaxi.
申込み先、
申込み方法

TEL（06-6333-0168）、携帯電話（090-8388-8906）
facebookで予約状況の確認ができます。

E-mail adachi702@gmail.com
キャンセル料

期限等
当日、迎車で向かっている場合は、初乗り料金分をキャンセル料としてい
ただきます。

営業日・時間
（定休日） 前日までに予約があれば無休。時間も予約次第です。 送迎範囲

（全域または
区域を記入）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

家族等の
付き添い

事業内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

ホームヘルパー2級課程修了
普通救命講習修了
認知症サポーター養成講座修了
大型自動車二種免許取得

介護タクシー（小型料金・介助料無料・車イス使用無料）
ダイハツ・アトレー2台（軽自動車）

車いす対応

ストレッチャー
対応

お手伝い
できること、
サービス

mailto:adachi702@gmail.com


TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内　 （全域）

・　大阪府外 （依頼知への送迎）

・　必要　→ （　　5　　）名まで乗車可能　

・　不要

・　その他条件による

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　）

・　不可

・　可

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

歩行不自由・身体不自由な方、高齢者

移送サービス事業所⑫

平成28年9月更新

会社名
事業所名 かいごタクシーおおくぼ 対象者

所在地等
〒561-0822
　豊中市三国1-10-4

利用目的 依頼先への送迎

TEL／FAX 06-4866-6258 06-4866-6258
利用料金、
支払い方法

メーターによる料金体系、現金支払

ホームページ
申込み先、
申込み方法

TEL（06-4866-6258）、携帯電話（090-6055-1080）
フリーダイヤル（0120-1080-39）

E-mail
キャンセル料

期限等
キャンセル料700円

営業日・時間
（定休日） 不定休　当日配車受付8：00～19：00 送迎範囲

（全域または
区域を記入）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

家族等の
付き添い

事業内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

介護福祉士

福祉タクシー業

車いす対応

ストレッチャー
対応

お手伝い
できること、
サービス



TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内　 （大阪市、吹田市、池田市、箕面市、茨木市）

・　大阪府外 （伊丹市、尼崎市、川西市）

・　必要　→ （　　　　）名まで乗車可能　

・　不要

・　その他条件による（利用者のみでの移動が不可能な場合、付添い必要）

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　）

・　不可

・　可

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

介護タクシーを必要とする利用者全般

移送サービス事業所⑬

平成28年9月更新

会社名
事業所名 介護タクシー松柏 対象者

所在地等
〒561-0831
　豊中市庄内東町4-10-5

利用目的 歩行困難者の移送サービス

TEL／FAX 090-2388-4714 06-6336-3160
利用料金、
支払い方法

初乗2kmまで620円、加算317mごとに80円
貸切2,090円／30分

ホームページ http：//syouhaku1075.on.omisenomikata.jp
申込み先、
申込み方法

携帯電話（090-2388-4714）、FAX（06-6336-3160）

E-mail akiemi@nifty.com
キャンセル料

期限等
当日キャンセルのみキャンセル料620円

営業日・時間
（定休日） 不定休（予約があれば土日祝でも営業） 送迎範囲

（全域または
区域を記入）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

家族等の
付き添い

事業内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

ホームヘルパー2級資格あり

障害者、歩行困難者の移送サービス

車いす対応

ストレッチャー
対応

お手伝い
できること、
サービス

mailto:akiemi@nifty.com


TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内　

・　大阪府外

・　必要　→ （　　　　）名まで乗車可能　

・　不要 ※車イス1台（1名）と付添2名まで乗車可能

・　その他条件による

・　可　→ 車いす（　要持参　／　貸出可　）

　　　　 → リクライニング（　可　／　不可　） ※貸出し有ります。

・　不可

・　可

・　不可

・　歩行の介助（杖、歩行器、視覚障害等） （　可　／　不可　）

・　車いすの介助 （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（歩行） （　可　／　不可　）

・　マンション等の階段昇降の介助（車いす） （　可　／　不可　）

・　ベッドからの車いすへの移乗 （　可　／　不可　）

・　乗車降車のお手伝い （　可　／　不可　）

・　病院内の付き添い （　可　／　不可　）

・　買い物の同行 （　可　／　不可　）

・　その他

歩行の困難な方

移送サービス事業所⑭

平成28年9月更新

会社名
事業所名 てらす介護タクシー 対象者

所在地等
〒561-0832
　豊中市庄内西町4-5-6

利用目的 通院、入院、転院、退院、食事、買物

TEL／FAX 06-6334-3396 06-6334-3396
利用料金、
支払い方法

初乗2kmまで620円、加算317mごとに80円
貸切2,090円／30分

ホームページ http：//terasukaigotaxi.on.omisenomikata.jp/
申込み先、
申込み方法

TEL（06-6334-3396）　電話予約のみ。当日でもOK

E-mail terasukaigotaxi@yahoo.co.jp
キャンセル料

期限等

営業日・時間
（定休日） 不定休、時間応相談 送迎範囲

（全域または
区域を記入）

店舗数 豊中市内のみ （　　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

家族等の
付き添い

事業内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
特記事項など

ホームヘルパー2級資格あり（男性ヘルパー＆女性ヘルパー）
認知症サポーター養成講座修了

介護タクシー

車いす対応

ストレッチャー
対応

お手伝い
できること、
サービス

mailto:terasukaigotaxi@yahoo.co.jp


配食サービス

配食サービス事業所 〒 住所 連絡先 FAX

1 まごころ弁当　豊中本店 560-0025 豊中市立花町3-12-51　1F 06-6853-1515 06-6853-1516

2
ワタミ株式会社　ワタミの宅食
関西第3支部

561-0842 豊中市今在家町15-22 080-3933-4168 06-6865-4188

3 配食のふれ愛　豊中店 560-0003 豊中市東豊中町6-1-11 06-6152-8267 06-6152-8268

4 はーと＆はあとライフサポート 567-0875 茨木市若草町5-31（北摂オフィス） 072-645-8101 072-645-8107

5
セブン-イレブン豊中岡上の町2丁目店

セブンミール
560-0023 豊中市岡上の町2-1-1 06-6848-7775 06-6942-9110

（セブンイレブンジャパン本社）

6
生活協同組合コープこうべ
コープの晩ごはん「まいくる」

658-8555 神戸市東灘区住吉本町1-3-19 078-856-2401 078-856-1296

7
けんたくん豊中西店
（株式会社ジョイント代理店）

665-0871 宝塚市中山五月台5-2-21-103 0797-78-8263 0797-78-8537

8 ㈱二葉　ホテルアイボリー 560-0021 豊中市本町3-1-16 06-6849-1111 06-6849-7727

9 ニコニコキッチン　豊中中央店 561-0881 豊中市中桜塚1-12-1-101 06-6850-3040 06-6850-3041

10 宅配クック123豊中店 561-0861 豊中市東泉丘2-5-1　桃山台ﾊｲﾂ1F 06-6840-2626 06-6840-2627

11 大阪よどがわ市民生活協同組合 567-0865 茨木市横江2-6-23 072-652-5531 072-632-6168

12 フロイデッセン 561-0803 豊中市城山町1-9-1 06-6865-1214 06-6865-1291

13 ほっかほっか亭　豊中永楽荘店 560-0051 豊中市永楽荘2-1-6　パインズハイム 06-6853-8989 06-6853-8999



TEL FAX

・　豊中市内 （　名神高速（服部寿町）より北部全域　　）

・　大阪府内

・　大阪府外

・　朝食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　昼食 →（　　500　　）円／1食 ※小町380円もあり （税別）

・　夕食 →（　　500　　）円／1食 ※小町715円もあり （税別）

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　　715　　　）円／1食 （税別）

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　　715　　　）円／1食 （税別）

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　　762　　　）円／1食 （税別）

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　　600　　　）円／1食 （税別）

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　　500　　　）円／1食 （税別）

・　ミキサー食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）

・　その他　（　おかゆ、極細きざみ　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし）

・30代～
・若い方でも量多めなどで満足していただいています。

配食サービス①

平成28年9月更新

会社名
事業所名 まごころ弁当　豊中本店 対象者

所在地等 〒560-0025　豊中市立花町3-12-51　1F 利用料金
・小町　＠380円（税別）
・普通食　おかずのみ＠500円（税別）、おかず+ごはん＠547円（税別）

TEL／FAX 06-6853-1515 06-6853-1516
申込み先、
申込み方法

（電話）　06-6853-1515
（FAX）　06-6853-1516　　　　　　　　　　　※時間指定不可

ホームページ http：//frontier.main.jp/magokoro/index.html
キャンセル料

期限等
・前日の18：00までがオーダー締切期限です。
・緊急の場合は、当日の8：00までお受けいたします。

E-mail magokoro.toyonaka@gmail.com 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 1/1～1/3のみ休み

提供可能な
食事

対応可能な
食事

その他

その他特記
事項など

・冷凍食品配達可能（1つから可）
・お茶（80円）、みそ汁（30円）、味付けのり（20円）お付けできます。
・量の多め、少なめ、魚×、鶏×など苦手なおかずを外す事ができます。
・店長はオレンジリングを持っているので、従業員へ認知症の知識を知っ
てもらうよう努めております。

店舗数 豊中市内のみ （　　　2　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　31　　　）ヶ所

事業内容 高齢者向け配食サービス

mailto:magokoro.toyonaka@gmail.com


TEL FAX

・　豊中市内 （　全域　　）

・　大阪府内 （　一部地域を除きほぼ全域　　）

・　大阪府外 （　北海道、青森、岩手、秋田、沖縄以外の都府県　　）

・　朝食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　昼食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　夕食 →（　右記参照　）円／1食

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ミキサー食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし）

ご高齢者様を中心とした地域の方々

配食サービス②

平成28年9月更新

会社名
事業所名 ワタミ株式会社　ワタミの宅食　関西第3支部 対象者

所在地等 〒561-0842　豊中市今在家町15-22 利用料金

　　　　　　　　　　　　まごころ御膳　　まごころおかず　　まごころ万菜　　まごころこば
こ
平日（5日）コース　　2,900円　　　　　3,080円　　　　　　3,590円　　　　　　2,490円
7日コース　　　　　　　4,060円　　　　　4,312円　　　　　　なし　　　　　　　　3,486円

TEL／FAX 080-3933-4168 06-6865-4188
申込み先、
申込み方法

翌週月曜日からのご注文締切が水曜日までになります。木曜日以降の
キャンセルはできません。

E-mail 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日）

受付時間　月～土9：00～19：00、日9：00～18：00
お届けは平日のみか7日間があり、地域によって異なります。

提供可能な
食事

ホームページ http：//www.watami-takushoku.co.jp/
キャンセル料

期限等

店舗数 豊中市内のみ （　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　37　　　）ヶ所

その他

その他特記
事項など

月替わりの冷凍食品も毎週申込と配達が可能です。

まごころ御膳　　580円／1食
まごころおかず　616円／1食
まごころ万菜　　718円／1食
まごころこばこ　498円／1食

事業内容 日替わり夕食宅配事業
対応可能な

食事



TEL FAX

・　豊中市内 （　北部（服部くらいまで）　　）

・　大阪府内

・　大阪府外

・　朝食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　昼食 →（　　380　　　）円／1食

・　夕食 →（　　380　　　）円／1食

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ミキサー食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし）

誰でも

配食サービス③

平成28年9月更新

会社名
事業所名 配食のふれ愛　豊中店 対象者

所在地等 〒560-0003　豊中市東豊中町6-1-11 利用料金 380円～

TEL／FAX 06-6152-8267 06-6152-8268
申込み先、
申込み方法

（電話）　06-6152-8267
（FAX）　06-6152-8268

ホームページ
キャンセル料

期限等
前日までに電話で変更可。

E-mail 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 月～土　8：00～18：00　（日曜定休）

提供可能な
食事

月替わりの冷凍食品も毎週申込と配達が可能です。

店舗数 豊中市内のみ （　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　）ヶ所

事業内容
対応可能な

食事

その他

その他特記
事項など



TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内

・　大阪府外 （京都市、向日市、長岡京市、宇治市）

・　朝食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　昼食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　夕食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　900／870　）円／1食

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　900／870　）円／1食

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　900／870　）円／1食

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　上記参照　　）円／1食

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ミキサー食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）※健康バランス食・たべるぷらすのみ

・　その他　（　ミキサー食、プリン食、栄養補助食品の相談、提案、取り扱い可　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし）

（エリア外→大島町、今在家町、勝部、上津島、寺内、利倉、箕輪、原田中、原田西
町、原田南、二葉町、庄内宝町、庄本町）
（吹田市、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、摂津市、大阪市東淀川区・淀川区）

配食サービス④

平成28年9月更新

会社名
事業所名 株式会社　はーと＆はあとライフサポート 対象者

所在地等 〒567-0875　茨木市若草町5-31 利用料金
健康バランス食850円　おかずのみ820円
栄養コントロール食900円　おかずのみ870円
低栄養・摂食支援食たべるぷらす890円　小盛840円　おかずのみ750円（2食セットでの販売）
低栄養・摂食支援食たべるソフト720円　おかずのみ650円

TEL／FAX 072-645-8101 072-645-8107
申込み先、
申込み方法

0120-876-810（受付9：00～19：00）
※時間指定は不可

ホームページ http：//www.810810.co.jp
キャンセル料

期限等
前日の午前12時

E-mail h.daito@810810.co.jp 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 365日年中無休

提供可能な
食事

対応可能な
食事

その他

その他特記
事項など

たべるソフトのみ冷凍配達

店舗数 豊中市内のみ （　　　　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　1　　　　）ヶ所

事業内容
配食サービス
栄養相談

mailto:h.daito@810810.co.jp


TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内 セブンミールを实施している店舗半径3km以内

・　大阪府外 （店舗により異なります）

・　朝食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　昼食 →（　　510　　）円～／1食

・　夕食 →（　　510　　）円～／1食

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ミキサー食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし）

店舗にあるすべての商品をお届け可能です。

店舗数 豊中市内のみ （　　　27　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　1,025　　）ヶ所

事業内容 コンビニエンスストア
対応可能な

食事

その他

その他特記
事項など

ホームページ http：//www.sej.co.jp
キャンセル料

期限等
1日ごとの場合、受取日前日の午前10：30まで。
7日間セットの場合、受取週前日の日曜日午前10：30まで。

E-mail 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 24時間　365日

提供可能な
食事

所在地等 〒560-0023　豊中市岡上の町2-1-1 利用料金 1食510円～、7日間セット3,570円

TEL／FAX 06-6848-7775
申込み先、
申込み方法

（インターネット）http：//7-11net.omni7.jp
（フリーダイヤル）0120-736-014　※正午頃と17：30からのお届け。時間指定は不可。

誰でも可

配食サービス⑤

平成28年9月更新

会社名
事業所名 セブン-イレブン豊中岡上の町2丁目店（セブンミール） 対象者



TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内 （茨木市、箕面市、高槻市、摂津市、大阪市淀川3区）

・　大阪府外 （兵庫県阪神間）

・　朝食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　昼食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　夕食 →（　　563～718　　）円～／1食 ※普通食のみ

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ミキサー食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし）

対応可能な
食事

その他

その他特記
事項など

美味しさ、風味をそのまま感じていただくため冷蔵にてお届け。
カロリー、塩分に配慮し、野菜を中心に多様な食材を使用。

店舗数 豊中市内のみ （　　　1　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　4　　　）ヶ所

事業内容 夕食用弁当の宅配

ホームページ http：//www.kobe.coop.or.jp
キャンセル料

期限等
月～金曜の5日単位1週ごとの申込み。
火曜までの申込みで翌週月曜からお届けスタート。

E-mail 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 月～金　10：00～18：00

提供可能な
食事

所在地等 〒658-8555　神戸市東灘区住吉本町1-3-19 利用料金
新加入時、1,000円以上の出資金が必要。
別途、口座登録も必要。

TEL／FAX 078-856-2401 078-856-1296
申込み先、
申込み方法

くらしの情報センター　0120-443-100　へ電話にて申込み。
※時間指定不可

コープこうべ　組合員

配食サービス⑥

平成28年9月更新

会社名
事業所名 生活協同組合コープこうべ　コープの晩ごはん「まいくる」 対象者



TEL FAX

・　豊中市内

・　大阪府内

・　大阪府外

・　朝食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　昼食 →（　　　　　　　　）円／1食 ※下記参照

・　夕食 →（　　　　　　　　）円／1食 ※下記参照

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　750　）円／1食（税別）

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　750　）円／1食（税別）

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　840　）円／1食（税別）

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ミキサー食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）

・　その他　（　全て冷凍食、健康管理1食当り580円　　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし）

対応可能な
食事

その他

その他特記
事項など

全て冷凍食品。
1週間単位で最大14食提供可。
14食の中から好みの食事を選択可、又何食でも提供可。

店舗数 豊中市内のみ （　　　1　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　）ヶ所

事業内容 健康管理食の配達

ホームページ
キャンセル料

期限等
注文された食事代の返金はなし

E-mail 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 9：00～16：00（土日祝定休）

提供可能な
食事

所在地等 〒665-0871　宝塚市中山五月台5-2-21-103 利用料金 下記参照

TEL／FAX 0797-78-8263 0797-78-8537
申込み先、
申込み方法

（電話）0797-78-8263

特になし

配食サービス⑦

平成28年9月更新

会社名
事業所名 けんたくん豊中西店（株式会社ジョイント代理店） 対象者



TEL FAX

・　豊中市内 （一部配達できない地域あり）

・　大阪府内

・　大阪府外

・　朝食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　昼食 →（　　918　　）円／1食

・　夕食 →（　　918　　）円／1食

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ミキサー食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし）

対応可能な
食事

その他

その他特記
事項など

豊中市在宅給食サービス事業の受託事業者

店舗数 豊中市内のみ （　　　1　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　1　　　）ヶ所

事業内容
ホテル、レストラン、宴会場、宅配事業
通所介護、地域密着型通所介護

ホームページ http：//www.hotel-ivory.co.jp/delivery/happy.html
キャンセル料

期限等
新規申込み含め、追加注文及びキャンセルは2日前までに連絡要。

E-mail y-y1111@hotel-ivory.co.jp 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 定休日：1/1～1/3

提供可能な
食事

所在地等 〒560-0021　豊中市本町3-1-16 利用料金 2食セット（昼、夕）1,836円（税込）

TEL／FAX 06-6849-1111 06-6849-7727
申込み先、
申込み方法

（電話）06-6849-1111
配達時間　昼食10：30～12：30、夕食15：00～18：00

豊中市内在住の方（一部配達出来ない地域あり）

配食サービス⑧

平成28年9月更新

会社名
事業所名 株式会社　二葉　ホテルアイボリー 対象者

mailto:y-y1111@hotel-ivory.co.jp


TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内

・　大阪府外

・　朝食 →（　　280　　）円／1食（税込）

・　昼食 →（　691～820　）円／1食（税込）

・　夕食 →（　691～820　）円／1食（税込）

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　691～820　）円／1食

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　691～820　）円／1食

・　ミキサー食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）

・　その他　（　おかゆ　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし） 本社に配置その他

その他特記
事項など

豊中市在宅給食サービス事業の受託事業者
買物代行サービス（無料、商品代の实費のみいただいております）
1回1食からお届け。好き嫌い対応。行事食もご用意しております。
服薬確認のお手伝い。キーBOX利用の配達。
3分間サービス（配膳、電球交換など）食事をお届けの際に实施。

（フランチャイズ展開しており、大阪市内、吹田、池田、箕面、東大阪、大東、枚方、寝
屋川、守口、門真に14店舗）
（フランチャイズ展開しており、加盟店が北は宮城県から南は沖縄まで全国に85店舗）

事業内容
高齢者向けの在宅配食サービス
買物代行サービス

ホームページ
キャンセル料

期限等

店舗数 豊中市内のみ （　　　1　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　15　　）ヶ所

対応可能な
食事

キャンセル料はいただいておりません。
前日までにご連絡いただければキャンセル、追加注文をお受けします。

E-mail toyonaka2525@sea.plala.or.jp 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 月～土　9：00～18：00（定休日：日曜日、正月三が日）

提供可能な
食事

所在地等 〒561-0881　豊中市中桜塚1-12-1-101 利用料金
ヘルシーメニュー　おかずのみ税込 691円、ごはん付き税込 756円
元気メニュー　おかずのみ税込756円、ごはん付き税込820円

TEL／FAX 06-6850-3040 06-6850-3041
申込み先、
申込み方法

（電話）06-6849-1111、（FAX）06-6850-3041
配達時間　昼食9：00～12：00、夕食15：00～18：00　※時間指定不可

豊中市内在住の方

配食サービス⑨

平成28年9月更新

会社名
事業所名 ニコニコキッチン　豊中中央店 対象者

mailto:toyonaka2525@sea.plala.or.jp


TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内

・　大阪府外

・　朝食 →パンセット 273円／1食、おじやセット 313円／1食

・　昼食 →（　540～820　）円／1食 ※朝食は昼or夕食の配達と

・　夕食 →（　540～820　）円／1食 一緒に配達しています。

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　594　）円／1食

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　820　）円／1食

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　820　）円／1食

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　820　）円／1食

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　594　）円／1食

・　ミキサー食（ムース） （　可　　／　　　不可） →（　820　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし） 本社に配置

若い方向けの「健康ボリューム食」、
胃腸などの手術あとの方向け「消化にやさしい食」もご用意しております。
豊中市在宅給食サービス事業の受託事業者です。

提供可能な
食事店舗数 豊中市内のみ （　　　1　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　）ヶ所

事業内容

在宅生活のお手伝いをしたいと心がけ、お弁当配達の時
には普段とお変わりないか確認させて頂いております。
（見守り活動）
もし気になることがあれば、ご家族やケアマネージャー様
に連絡させて頂いております。
お弁当は管理栄養士がメニュー組をして、地域の方の健
康寿命の伸長に貢献していきたいと考えております。

対応可能な
食事

その他

その他特記
事項など

ホームページ ｈｔｔｐ：//takuhaicook123.jp/
キャンセル料

期限等
前日17時までに電話などで注文、キャンセルお願いします

E-mail 対象エリア
（全域または
区域を記入）

（吹田市全域）

営業日・時間
（定休日） 年中無休（ただし、正月1/1～1/3は休み）

所在地等 〒561-0861　豊中市東泉丘2-5-1　桃山台ﾊｲﾂ1F 利用料金 540円～820円

TEL／FAX 06-6840-2626 06-6840-2627
申込み先、
申込み方法

（電話）06-6840-2626
前日17時までに電話などで注文、キャンセル

主に、高齢者、障害者の方

配食サービス⑩

平成28年9月更新

会社名
事業所名 宅配クック123　豊中店 対象者



TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内

・　大阪府外

・　朝食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　昼食 →（　　　　　　　　）円／1食

・　夕食 彩8品コース696円、お弁当コース555円、おかず6品コース596円

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　ミキサー食 （　可　　／　　　不可） →（　　　　　　　　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし）その他

その他特記
事項など

年内までをメドに、土日用冷凍おかず、朝食用サンドイッチのお届けも開
始する予定です。また不定期でみそ汁、お水、お茶等の企画をおこなって
います。

（東淀川区、淀川区、西淀川区、吹田、茨木、摂津、高槻、島本、池田、箕面）

事業内容 夕食用弁当（3種類）のお届け
対応可能な

食事

週5日単位で注文を受付。基本、キャンセルはお受けできませんが、急な
入院等に関しましては、個別キャンセルの対応をおこなっています。

E-mail 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 月～金　9：00～19：00（土日休み）

提供可能な
食事

ホームページ http：//www.yodogawa.coop/
キャンセル料

期限等

店舗数 豊中市内のみ （　　　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　）ヶ所

所在地等 〒567-0865　茨木市横江2-6-23 利用料金
生協加入時、1口1,000円の出資金が必要。
※お弁当お届け時に別途費用は発生しません。

TEL／FAX 072-652-5531 072-632-6168
申込み先、
申込み方法

夕食サポートセンター　0120-580-451　　　　　　※配達の時間指定不可
申込み時、担当がご自宅へ訪問し、手続を行います。

生協組合員

配食サービス⑪

平成28年9月更新

会社名
事業所名 大阪よどがわ市民生活協同組合 対象者



TEL FAX

・　豊中市内 城山町、長興寺（北・南）、服部（元町、豊町、本町、西町、寿町、南町）

・　朝食

・　昼食 →（　400～600　）円／1食

・　夕食 →（　400～600　）円／1食

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　594　）円／1食

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　820　）円／1食

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　820　）円／1食

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　820　）円／1食

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　594　）円／1食

・　ミキサー食（ムース） （　可　　／　　　不可） →（　820　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし）その他

その他特記
事項など

普通食ではお食事が困難な方へは、少しでも食べ易くできるよう、適宜で
相談に応じます。

提供可能な
食事店舗数 豊中市内のみ （　　　1　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　）ヶ所

事業内容
豊中市から委託を受けて、高齢者、障がいのある方へ
食事宅配サービスを实施している。 対応可能な

食事

ホームページ
キャンセル料

期限等
キャンセル申込みは前日16：30までにご連絡ください。
（当日キャンセルの場合は、弁当料金が発生します）

E-mail 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 365日（年中無休）

北桜塚、南桜塚、中桜塚、旭丘、若竹町、曽根（西町、東町、南町）、栗ヶ丘、赤阪一丁目

夕日丘、利倉東、浜（一丁目、二丁目）、小曽根（一丁目、二丁目）、原田元町

所在地等 〒561-0803　豊中市城山町1-9-1 利用料金 400円～600円

TEL／FAX 06-6865-1214 06-6865-1291
申込み先、
申込み方法

豊中市高齢者支援課または障がい福祉課へお申込みください。
※宅配時間の指定はできません。

食事づくりが困難な高齢者または障がいのある方

配食サービス⑫

平成28年9月更新

会社名
事業所名 フロイデッセン 対象者



TEL FAX

・　豊中市内 桜の町、柴原町、春日町、宮山町、永楽荘、西緑丘、北緑丘、

・　朝食

・　昼食 →（　340～690　）円／1食

・　夕食 →（　340～690　）円／1食

・　減塩食 （　可　　／　　　不可） →（　594　）円／1食

・　糖尿病食 （　可　　／　　　不可） →（　820　）円／1食

・　透析食 （　可　　／　　　不可） →（　820　）円／1食

・　ソフト食 （　可　　／　　　不可） →（　820　）円／1食

・　刻み食 （　可　　／　　　不可） →（　594　）円／1食

・　ミキサー食（ムース） （　可　　／　　　不可） →（　820　）円／1食

・　メニューの選択（通常食や減塩食ごとに複数のメニューから選べるか？）

（　可　　／　　　不可）

・　味付け（薄い・濃い）の希望 （　可　　／　　　不可）

・　献立表 （　あり　／　なし）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　栄養士の配置 （　あり　／　なし）

その他特記
事項など

提供可能な
食事店舗数 豊中市内のみ （　　　6　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　100　）ヶ所以上

事業内容 持ち帰り弁当の販売及び宅配
対応可能な

食事

その他

ホームページ
キャンセル料

期限等
キャンセル対応可能（配達3時間前くらいまで）　キャンセル料金なし

E-mail 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 年中無休（ただし正月休みあり）9：00～22：00

緑丘、向丘、少路

所在地等 〒560-0051　豊中市永楽荘2-1-6 利用料金 1回の宅配に手数料として300円加算

TEL／FAX 06-6853-8989 06-6853-8999
申込み先、
申込み方法

（電話）06-6853-8989　　※時間指定もある程度は可能

誰でも可能

配食サービス⑬

平成28年9月更新

会社名
事業所名 ほっかほっか亭豊中永楽荘店 対象者



買い物支援サービス

買い物支援サービス事業所 〒 住所 連絡先 FAX

1 セブン-イレブン豊中岡上の町2丁目店 560-0023 豊中市岡上の町2-1-1 06-6848-7775 06-6942-9110
（セブンイレブンジャパン本社）

2 ㈱ローソン 564-0063 吹田市江坂町1-13-33　進和江坂ビル9F 06-6380-4489 06-6368-2987

3 大阪北部ヤクルト販売 564-0052 吹田市広芝町3-2 06-6386-8960 06-6337-2471

4 生活協同組合コープこうべ 561-0882
豊中市南桜塚2-1-2
ふれあいセンター桜塚2F

0120-443-100
06-6849-0231

06-6849-6008

5 株式会社　阪急オアシス 560-0023 豊中市岡上の町2-2-3 06-6845-7504 06-6845-7506

6 豊中市小売商業団体連合会 561-0881
豊中市中桜塚4-8-13
ミレ桜塚メルクカフェ内

06-6843-0603 06-6843-0603

7 豊中市商店会連合会 561-0884 豊中市岡町北1-1-2 06-6845-8004 06-6857-0474

8 大阪よどがわ市民生活協同組合 564-0015 吹田市幸町4-1 06-6319-6147 06-6381-7262

9 布亀株式会社 663-8585 西宮市今津二葉町3-6 0798-35-9950 078-35-9951

10 株式会社　阪急キッチンエール関西 564-0063 吹田市江坂町4-16-1 06-6369-2447 06-6190-8210



・　店舗で購入する

・　商品カタログを見て　（　電話　／　FAX　／　郵送　）で申込む

・　インターネットで申込む

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　豊中市内

・　大阪府内 セブンミールを実施している店舗半径3km以内

・　大阪府外 （店舗により異なります）

・　なし

・　あり （上記の通り）

誰でも可

買い物支援サービス①

平成28年9月更新

会社名
事業所名 セブン-イレブン豊中岡上の町2丁目店 対象者

所在地等 〒560-0023　豊中市岡上の町2-1-1

購入方法
TEL／FAX TEL 06-6848-7775 FAX

ホームページ http：//www.sej.co.jp
申込み先、
申込み方法

・インターネット→http：//7-11net.omni7.jp
・電　話→０１２０－７３６－０１４

E-mail
キャンセル料

期限等
受取日の前日午前10:30までキャンセル受付

営業日・時間
（定休日） 24時間365日営業

配送エリア
（全域または
区域を記入）店舗数 豊中市内のみ （　　　27　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　1,025　　）ヶ所

事業内容 コンビニエンスストアの経営

配送条件、
配送料等

・注文500円からお届け無料
・500円未満の場合、別途送料123円

配送料の割
引・免除など

その他特記
事項など

・注文した商品を近くのセブン-イレブンで受け取れます。



・　店舗で購入する

・　商品カタログを見て　（　電話　／　FAX　／　郵送　）で申込む

・　インターネットで申込む

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　豊中市内 （　　　　　）

・　大阪府内 （　　　　　）

・　大阪府外 （　　　　　）

・　なし

・　あり

買い物支援サービス②

平成28年9月更新

会社名
事業所名 株式会社　ローソン 対象者

所在地等 〒564-0063　吹田市江坂町1-13-33　進和江坂ビル9F

購入方法
TEL／FAX TEL 06-6380-4489 FAX 06-6368-2987

ホームページ http：//www.lawson.co.jp
申込み先、
申込み方法

E-mail
キャンセル料

期限等営業日・時間
（定休日） （店舗）年中無休　24時間営業、（オフィス）月～土　9：00～17：45

配送エリア
（全域または
区域を記入）店舗数 豊中市内のみ （　　　28　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　888　　　）ヶ所

事業内容

コンビニエンスストアの経営
買物支援サービスについては検討。
大阪府と「高齢者にやさしい地域づくり推進協定」を平成27
年9月1日に締結。
1)認知症徘徊行動等による行方不明高齢者等の早期発
見、保護
2)認知症に対する正しい知識の普及、啓発等
3)高齢者の見守り、安否確認等
4)高齢者及び若年性認知症者の雇用促進
5)地域活動支援等

配送条件、
配送料等

配送料の割
引・免除など

その他特記
事項など



・　店舗で購入する

・　商品カタログを見て　（　電話　／　FAX　／　郵送　）で申込む

・　インターネットで申込む

・　その他　（　ヤクルトレディに注文する　　）

・　豊中市内 （　全域　）

・　大阪府内 （　吹田市、淀川区、東淀川区　）

・　大阪府外 （　　　　　）

・　なし （無料です）

・　あり

すべての人

買い物支援サービス③

平成28年9月更新

会社名
事業所名 大阪北部ヤクルト販売 対象者

所在地等 〒564-0052　吹田市広芝町3-2

購入方法
TEL／FAX TEL 06-6386-8960 FAX 06-6337-2471

ホームページ http：//www.osakahokubu-yakult.co.jp
申込み先、
申込み方法

・電　話→06-6386-8960
・インターネット→ホームページのお問い合わせフォームより

E-mail
キャンセル料

期限等
なし

営業日・時間
（定休日） 平日8：40～17：10、土曜日8：40～12：00　日・祝休み

配送エリア
（全域または
区域を記入）店舗数 豊中市内のみ （　　　3　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　9　　　）ヶ所

事業内容
ヤクルト商品の販売（乳製品、ジュース、清涼飲料、化粧
品）

配送条件、
配送料等

・配送料は無料サービス。
・配送は平日昼すぎまで。土日は基本なし。

配送料の割
引・免除など

その他特記
事項など

当社ではヤクルトレディが訪問する事そのものが、買い物支援サービスに
なると考えています。訪問して買うか買わないかお客様に選択していただ
いています。（契約ではありません。）



・　店舗で購入する

・　商品カタログを見て　（　電話　／　FAX　／　郵送　）で申込む

・　インターネットで申込む

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　）

・　豊中市内 （　全域　）

・　大阪府内 （　淀川より北　）

・　大阪府外 （　兵庫県全域　）

1.子育てサポート　①妊娠中～1才未満・・・無料　②1才～6才未満・・・半額

2.70サポート　　70才以上で単身あるいは夫婦2人・・・半額

組合員

買い物支援サービス④

平成28年9月更新

会社名
事業所名 生活協同組合コープこうべ 対象者

所在地等

購入方法
TEL／FAX TEL 0120-443-100 FAX

ホームページ http：//www.coop-kobe.net/
申込み先、
申込み方法

くらしの情報センター（0120－443－100）

E-mail
キャンセル料

期限等
なし

営業日・時間
（定休日） 毎週　火～土にお届け

配送エリア
（全域または
区域を記入）店舗数 豊中市内のみ （　　　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　）ヶ所

事業内容
個人宅配「こはい」ではカタログをご覧のうえ、注文すると、
一週間に一度、ご自宅までお届けいたします。
兵庫県、大阪北部で47万軒が利用中です。

配送条件、
配送料等

1回の利用で206円（税込）（こはい利用料）がかかる。

配送料の割
引・免除など

その他特記
事項など

宅配時に見守り活動も行っており、有事の際は社協、地域包括と連携す
る。



・　店舗で購入する

・　商品カタログを見て　（　電話　／　FAX　／　郵送　）で申込む

・　インターネットで申込む

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　）

・　豊中市内 （　全域　）

・　大阪府内 （　一部、吹田市、箕面市、池田市　）※店舗による

・　大阪府外 （　　　　　）

買い物支援サービス⑤

平成28年9月更新

会社名
事業所名 株式会社　阪急オアシス 対象者

所在地等 〒560-0023　豊中市岡上の町2-2-3

購入方法
TEL／FAX TEL 06-6845-7504 FAX 06-6845-7506

ホームページ
申込み先、
申込み方法

サービスカウンターで受付
（ご自身で購入商品を袋にお詰めいただき、お持ちください。）

E-mail
キャンセル料

期限等営業日・時間
（定休日）

配送エリア
（全域または
区域を記入）店舗数 豊中市内のみ （　　　9　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　54　　　）ヶ所

事業内容 スーパーマーケット（阪急オアシス）の経営

配送条件、
配送料等

お届け時間帯　12時受付締切→昼便13時～17時
　　　　　　　　　　16時受付締切→夜便16時～20時
　　　　　　　　　　16時以降閉店まで→翌朝便10時から正午

配送料の割
引・免除など

その他特記
事項など

要冷蔵品、冷凍品、アイスは配達できません。

☆クラブf会員料金
　　　　　　3,000円未満200円、3,000円～5,000円未満100円、5,000円以上無料
☆シルバー会員　3,000円未満200円、3,000以上無料
☆非会員　300円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（すべて1コンテナ当／税込）



・　店舗で購入する

・　商品カタログを見て　（　電話　／　FAX　／　郵送　）で申込む

・　インターネットで申込む

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　豊中市内 （　中桜塚近郊　）

・　大阪府内 （　　　　　）

・　大阪府外 （　　　　　）

・　なし

・　あり

地域の高齢者、一人暮らしの方々

買い物支援サービス⑥

平成28年9月更新

会社名
事業所名 豊中市小売商業団体連合会 対象者

所在地等 〒561-0881　豊中市中桜塚4-8-13　ミレ桜塚メルクカフェ内

購入方法
TEL／FAX TEL 06-6843-0603 FAX 06-6843-0603

ホームページ http：//toyokun.jp
申込み先、
申込み方法

メルクカフェ　直接予約を入れる（電話、FAX等）

E-mail office@toyokun.jp
キャンセル料

期限等
キャンセル料は特にないが、予約の場合は預かり金あり。

営業日・時間
（定休日） 月曜日～土曜日　10：30～18：00

配送エリア
（全域または
区域を記入）店舗数 豊中市内のみ （　　　1　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　）ヶ所

事業内容

会員の商品を販売する町の駅。
パン、洋菓子、和菓子の販売。
地域の方々のなごめる場所提供。
就航都市の物産販売・情報提供。
定期的に野菜果物販売及び配達。

配送条件、
配送料等

家に届ける
配送料は特になし。
但し、遠方への送りは宅配料をいただきます。

配送料の割
引・免除など

その他特記
事項など

mailto:office@toyokun.jp


・　店舗で購入する

・　商品カタログを見て　（　電話　／　FAX　／　郵送　）で申込む

・　インターネットで申込む

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　豊中市内 （　　　　　）

・　大阪府内 （　　　　　）

・　大阪府外 （　　　　　）

・　なし

・　あり

買い物支援サービス⑦

平成28年9月更新

会社名
事業所名 豊中市商店会連合会 対象者

所在地等 〒561-0884　豊中市岡町北1-1-2　（豊中商工会議所内）

購入方法
TEL／FAX TEL 06-6845-8004 FAX 06-6857-0474

ホームページ http：//www.toyonaka-s.com/
申込み先、
申込み方法

E-mail
キャンセル料

期限等営業日・時間
（定休日） 商店街（会）・店舗により異なる

配送エリア
（全域または
区域を記入）店舗数 豊中市内のみ （　　14商店街（会）・472店舗　　）

事業内容

①会員共通の問題、研究、資料の収集および解決の斡旋
指導を行う。
②他地区関係団体との連絡を図り、その活動動向につい
て調査研究資料の収集を図ること。
③会員に必要な共同事業ならびに視察、講演、説明、懇
談会等を行う。
④会員のための諸官庁ならびに関係団体との連絡に当た
る。

配送条件、
配送料等

配送料の割
引・免除など

その他特記
事項など



・　店舗で購入する

・　商品カタログを見て　（　電話　／　FAX　／　郵送　）で申込む

・　インターネットで申込む

・　その他　（　お届け時に注文書を回収する　）

・　豊中市内 （　全域　）

・　大阪府内 （　島本町、高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、箕面市、池田市

　　豊能町、能勢町、東淀川区、淀川区、西淀川区　）

・　なし

・　あり （高齢者（70才以上）、身体障がい者、赤ちゃん　減額制度あり）

組合員

買い物支援サービス⑧

平成28年9月更新

会社名
事業所名 大阪よどがわ市民生活協同組合 対象者

所在地等 〒564-0015　吹田市幸町4-1

購入方法
TEL／FAX TEL 06-6319-6147 FAX 06-6381-7262

ホームページ http：//www.yodogawa.coop/
申込み先、
申込み方法

コールセンター（0120－727－263）

E-mail
キャンセル料

期限等営業日・時間
（定休日） 月～金　8：30～21：30

配送エリア
（全域または
区域を記入）店舗数 豊中市内のみ （　　　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　）ヶ所

事業内容 食料品・日用品などの宅配、夕食宅配事業

配送条件、
配送料等

週に1度のお届けです。3人以上で1ヶ所まとめて受取りの場合は、配送料
無料です。
個人宅配は手数料200円／1回（ご利用金額によって減額あり）

配送料の割
引・免除など

その他特記
事項など

宅配時、商品がそのままの場合、連絡サービスを実施。



・　店舗で購入する

・　商品カタログを見て　（　電話　／　FAX　／　郵送　）で申込む

・　インターネットで申込む

・　その他　 （置き薬、牛乳の宅配）

・　豊中市内 （　全域　）

・　大阪府内 （　全域　）

・　大阪府外 （　兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山など　）

・　なし

・　あり

誰でも可

買い物支援サービス⑨

平成28年9月更新

会社名
事業所名 布亀株式会社 対象者

所在地等 〒663-8585　西宮市今津二葉町3-6

購入方法
TEL／FAX TEL 0798-35-9950 FAX 0798-35-9951

ホームページ http：//www.nunokame.co.jp/
申込み先、
申込み方法

置き薬→布亀お客様係　TEL：0798-35-2121　FAX：0798-32-3585
牛乳の宅配→牛乳配達お客様係　TEL：0798-35-9907

E-mail ：ouentai@nunokame.co.jp
キャンセル料

期限等営業日・時間
（定休日） 平日　月～金　8：30～17：30

配送エリア
（全域または
区域を記入）店舗数 豊中市内のみ （　　　2　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　41　　　）ヶ所

事業内容

・配置薬事業と乳製品の宅配事業を主業務としています。
・豊中市内では、配置薬 約4,500世帯・乳製品 約3,600世
帯、計約8,100世帯の市民の方とお取引いただいておりま
す。
・見守り協定（高齢者）締結先は、7/15現在169の各市町村
と結ばせていただきました。

配送条件、
配送料等

配送料の割
引・免除など

その他特記
事項など

・置き薬の初期費用は無料。箱代、補償金は必要ありません。お支払いは、お使い
いただいたお薬代のみです。2，3ヶ月に一度定期訪問し、お薬の期限をチェック（期
限が近いお薬は無料で交換）します。健康情報のご案内もします。
・牛乳の配達は月極で一日一本からお届けします。乳飲料やヨーグルトも配達しま
す。宅配ボックスは無料です。本数や商品の変更は前々日まで可能です。

※ただし、エリア内でも、一部営業範囲ではない地域が

ございます。 



・　店舗で購入する

・　商品カタログを見て　（　電話　／　FAX　／　郵送　）で申込む

・　インターネットで申込む（パソコン、タブレット、スマートフォン）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　豊中市内 （　全域　）

・　大阪府内 （　全域　）

・　大阪府外 （　兵庫県の一部、京都府の一部　　　　）

・　なし

・　あり （1回税抜き3,000円以上のご注文で配送料無料）
事業内容 ・会員制　食料品宅配サービス

配送条件、
配送料等

お届け日の前日深夜12時までのご注文で、翌日のご指定の時間帯にお
届けします。配送料1回200円+税（ただし、税抜き3,000円以上のご注文で
配送料無料。

配送料の割
引・免除など

その他特記
事項など

・月会費が半額になるサポート制度あり。（子育て会員、70歳以上の会
員、障害をお持ちの方、介護認定を受けておられる方など）
・お買い上げ金額に応じて、会員のクラスがアップし、特典が受けられる。
（ポイントプレゼント、配送料の無料や月会費の無料など）

・問合せ→0120-890-581（受付あさ9時～よる7時まで）

E-mail
キャンセル料

期限等営業日・時間
（定休日） 年中無休（正月3日間はお届け無し）

配送エリア
（全域または
区域を記入）店舗数 豊中市内のみ （　　　　　　　）ヶ所 大阪府内全体 （　　　　　　　　）ヶ所

所在地等 〒564-0063　吹田市江坂町4-16-1

購入方法
TEL／FAX TEL 06-6369-2447 FAX 06-6190-8210

ホームページ https：//ec.k-yell.co.jp
申込み先、
申込み方法

阪急キッチンエールの会員様（入会金1,000円+税、月会費476円+税）

買い物支援サービス⑩

平成28年9月更新

会社名
事業所名 株式会社　阪急キッチンエール関西 対象者

※ただし、エリアによって、配達の時間帯指定ができないと

ころ、一部、サービスを承っていないところがございます。 



生活支援サービス

生活支援サービス事業所 〒 住所 電話番号 FAX

1 合同会社　千雅　グーズベリー 561-0816 豊中市豊南町西1-5-8 06-6335-5454 06-6335-5453

2
株式会社日本エルダリーケアサービ
ス

561-0802 豊中市曽根東町3-5-3-201・202 06-6867-5566 06-6867-5567

3 楽ｘｉｎａ（らくしぃーな） 561-0816 豊中市豊南町西3-17-4 080-3135-4670 072-762-2666

4
生活協同組合コープこうべ
たすけあい制度「コープむつみ会」

561-0882 豊中市南桜塚2-1-2ふれあいセンター桜塚2F 06-6849-0231 06-6849-6008

5 株式会社　あたらすファミリー 560-0033 豊中市蛍池西町1-20-13 06-6852-8870 06-6852-8871

6 （公社）豊中市シルバー人材センター 560-0022 豊中市北桜塚3-1-28豊中市役所別館 ２階 06-6856-1777 06-6856-2859



TEL FAX

・　豊中市内 （豊中駅以南）

・　大阪府内 （大阪市淀川区、吹田市）

・　大阪府外 （　　　　　）

・　休日対応（土・日・祝） （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　土・日・祝　／　　8時　～　18時）

・　早朝対応 ※要相談 （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　　　時　～　　　時）

・　夜間対応 ※要相談 （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　　　時　～　　　時）

・　看護師 （　可　　／　　不可）

・　介護士 （　可　　／　　不可）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　身体介護 （排泄介助、入浴介助、通院介助、外出介助）

・　生活援助 （買い物、掃除、洗濯、調理）

・　買物同行 （近隣及び遠方も要相談にて対応）

・　外出支援 （要相談にて対応）

・　その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

専門職の派
遣

サービス内容
（※具体的に
ご記入くださ

い）

その他特記
事項など

御相談頂いた内容により対応の可否を検討させて頂きますので、お気軽
に御連絡頂けたら幸いです。

店舗数 豊中市内のみ（　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体（　　　　1　　　）ヶ所

事業内容 訪問介護事業

ホームページ http：//gooseberry.co.jp//inquiry.html
キャンセル料
期限等

訪問予定前日までに連絡　0円、　訪問予定3時間前までに連絡840円、
訪問時間不在　1,260円

E-mail gb.senga.houmon1@gooseberry.co.jp 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日）

月～金　9：00～18：00　※サービスによっては7：00～20：00可能
（定休日：日・祝・年末年始（12/30～1/3））

対応時間

所在地等 〒561-0816　豊中市豊南町西1-5-8 利用料金
身体介護　30分1,800円、60分3,080円、90分4,630円、30分増毎1,540円
生活援助　30分1,030円、60分2,050円、90分3,080円、30分増毎1,030円
※自費サービスのみ利用の場合。当社介護保険利用者は料金が異なる。日祝は割増料金あり。

TEL／FAX 06-6335-5454 06-6335-5453
申込み先、
申込み方法

電話、訪問にて

高齢者、障がい者

生活支援サービス事業所①

　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年9月更新

会社名
事業所名 合同会社　千雅　グーズベリー 対象者

mailto:gb.senga.houmon1@gooseberry.co.jp


TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内 （吹田市）

・　大阪府外 （不可）

・　休日対応（土・日・祝） （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　土・日・祝　／　　8時　～　18時）

・　早朝対応 （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　　　時　～　　　時）

・　夜間対応 （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　　　時　～　　　時）

・　看護師 （　可　　／　　不可）

・　介護士 （　可　　／　　不可）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　身体介護 （オムツ交換、入浴介助、排泄介助）

・　生活援助 （掃除、洗濯、布団干し、調理、買物代行）

・　買物同行 （一緒にスーパーまで買物に行く）

・　外出支援 （通院介助）

・　その他 （自費サービスで対応）

専門職の派
遣

サービス内容
（※具体的に
ご記入くださ

い）

その他特記
事項など

対応時間に関して、ヘルパーの空き時間の関係で不可の場合もあり。時
間も応相談で対応しております。

店舗数 豊中市内のみ（　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体（　　　15　　　）ヶ所

事業内容
訪問介護サービス（予防訪問介護含む）
介護保険外サービス

ホームページ http：//elderly.jp
キャンセル料
期限等

利用前日18：00までに連絡0円、　サービス予定3時間前までに連絡864円
サービス予定3時間前までに連絡いただけなかった場合1,296円

E-mail toyonaka@elderly.jp 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 平日　9：00～17：45（定休日：土・日・祝）

対応時間

所在地等 〒561-0802　豊中市曽根東町3-5-3　コマウイング201-202 利用料金
暮らし応援（自費）サービス料金（1時間あたり、税込）
生活援助　2,000円、　通院介助に伴う院内介助　1,300円
※早朝、夜間、深夜、日曜は割増料金あり

TEL／FAX 06-6867-5566 06-6867-5567
申込み先、
申込み方法

来所、又は事業所に電話して頂き対応

介護認定を受けた利用者様、
暮らし応援（自費）サービスの場合、認定を受けていなくても対応可能

生活支援サービス事業所②

　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年9月更新

会社名
事業所名 株式会社日本エルダリーケアサービス　さくらそう豊中 対象者

mailto:toyonaka@elderly.jp


TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内 （箕面市、池田市、吹田市の一部）

・　大阪府外 （時と場合により引き受け可能）

・　休日対応（土・日・祝） （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　土・日・祝　／　終日可能　）

・　早朝対応 （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　　　時　～　　　時）

・　夜間対応 （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　20時　～　8時）　※変更可

・　看護師 （　可　　／　　不可）

・　介護士 （　可　　／　　不可）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　身体介護 （排泄介助、車イス対応、食事介助、清拭、部分浴）

・　生活援助 （食事作り、掃除、衣類の整理、草抜き　等）

・　買物同行 （　　可　　）

・　外出支援 （通院付添、冠婚葬祭付添、観劇・美術館付添）

・　その他 （お墓掃除）

専門職の派
遣

サービス内容
（※具体的に
ご記入くださ

い）

その他特記
事項など

・入院付添
・認知症の方の見守り
・お話相手
・服薬確認

店舗数 豊中市内のみ（　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体（　　　　　　　　）ヶ所

事業内容 高齢者の自費サービス支援

ホームページ http：//www.raxina.com/
キャンセル料
期限等

1時間相当分（当日キャンセルのみ）

E-mail raxina3783@i.softbank.jp 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 月～金　9：00～17：00　※サービスは24時間365日

対応時間

所在地等 〒561-0816　豊中市豊南町西3-17-4 利用料金 2,200円／1時間＋消費税

TEL／FAX 080-3135-4670 072-762-2666
申込み先、
申込み方法

連絡先　080-3135-4670　／　080-3135-3783

高齢者

生活支援サービス事業所③

　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年9月更新

会社名
事業所名 楽xina 対象者

mailto:raxina3783@i.softbank.jp


TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内 （淀川より北の行政区　7市3区3町がエリア）

・　大阪府外 （不可）

・　休日対応（土・日・祝） （　可　　／　　不可） ※要相談

※可の場合⇒（　土・日・祝　／　　　時～　　　時　）

・　早朝対応

10:00～16:00を越える場合は100円の割り増し、

・　夜間対応 かつ　活動会員がいる場合にかぎる

・　看護師 （　可　　／　　不可）

・　介護士 （　可　　／　　不可）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　身体介護 （　不可　）

・　生活援助 （　料理、おそうじ　）

・　買物同行 （　買い物同行、買い物（おつかい）　）

・　外出支援 （　通院同行、散歩　）

・　その他 （　話し相手、庭の草引き、植木の手入れ　　）

専門職の派
遣

サービス内容
（※具体的に
ご記入くださ

い）

その他特記
事項など

店舗数 豊中市内のみ（　　　　　　　）ヶ所 大阪府内全体（　　　　　　　　）ヶ所

事業内容
組合員どうしの助け合いによって自立したくらしを支える
有償の家事支援活動です。

ホームページ http：//www.kobe.coop.or.jp/
キャンセル料
期限等

前日16:00以降はキャンセル料発生（1時間分）

E-mail 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 月～金10：00～16：00（定休日：土・日・祝・年末年始・お盆）

対応時間

所在地等 〒561-0882　豊中市南桜塚2-1-2　ふれあいセンター桜塚2F 利用料金
1単位2時間・・・1,600円
※利用会員年度登録会費1,800円（4月～翌年3月迄）、交通費実費

TEL／FAX 06-6849-0231 06-6849-6008
申込み先、
申込み方法

大阪北地区活動本部へ電話申込み（06-6849-0231）

コープこうべ組合員、主に高齢者又は出産前後の方

生活支援サービス事業所④

　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年9月更新

会社名
事業所名 生活協同組合コープこうべ　たすけあい制度「コープむつみ会」 対象者



TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内 （箕面市、池田市、吹田市の一部）

・　大阪府外 （時と場合により引き受け可能）

・　休日対応（土・日・祝） （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　土・日・祝　／　時間は要相談　）

・　早朝対応 （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　時間は要相談　）

・　夜間対応 （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　時間は要相談　）

・　看護師 （　可　　／　　不可）

・　介護士 （　可　　／　　不可）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　身体介護 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　生活援助 （　掃除、片付け、調理、衣替え　等　）

・　買物同行 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　外出支援 （　通院付添、車イス介助、診察室への付添　等　）

・　その他 （　庭のお手入れ　等　　　　　　）

専門職の派
遣

サービス内容
（※具体的に
ご記入くださ

い）

その他特記
事項など

店舗数 豊中市内のみ（　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体（　　　　　　　　）ヶ所

事業内容
・高齢者、子育て生活支援（家事サポート他）
・「あたらすキッズ」（施設型保育、居宅型保育）

ホームページ http：//www.atafami.com
キャンセル料
期限等

1週間前～前日→利用料金の半額、当日→利用料金の全額

E-mail atafami_20140501@docomo.ne.jp 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日） 月～土　9：00～18：00　（定休日：日・祝）

対応時間

所在地等 〒560-0036　豊中市蛍池西町1-20-13 利用料金
あたファミ会員　年会費3,240円／入会費無料
・チケット制→10,800円／23枚つづり、　・定期利用→1,800円／1時間
※単発利用もあり（2,160円／1時間）　※交通費、割増料金等あり

TEL／FAX 06-6852-8870 06-6852-8871
申込み先、
申込み方法

電話、メール、FAX

生活支援サービス事業所⑤

　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年9月更新

会社名
事業所名 株式会社　あたらすファミリー 対象者

mailto:atafami_20140501@docomo.ne.jp


TEL FAX

・　豊中市内 （全域）

・　大阪府内

・　大阪府外

・　休日対応（土・日・祝） （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　土・日・祝　／　時間は要相談　）

・　早朝対応 （　可　　／　　不可） ※要相談

※可の場合⇒（　時間は要相談　）

・　夜間対応 （　可　　／　　不可）

※可の場合⇒（　時間は要相談　）

・　看護師 （　可　　／　　不可）

・　介護士 （　可　　／　　不可）

・　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　身体介護 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　生活援助 （　掃除、洗濯、通院付添、身辺整理、留守番など　）

・　買物同行 （　可能　）

・　外出支援 （　可能　）

・　その他

豊中市内在住のおおむね65歳以上の単身または高齢者のみの世帯

生活支援サービス事業所⑥

　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年9月更新

会社名
事業所名 公益社団法人　豊中市シルバー人材センター 対象者

所在地等 〒560-0022　豊中市北桜塚3-1-28　豊中市役所別館　2階 利用料金
・1時間860円～　　　・1回（2時間）2,000円（単発）
・豊中市「軽度生活援助サービス」　利用者負担600円（制度補助1,400円）

TEL／FAX 06-6856-1777 06-6856-2859
申込み先、
申込み方法

（TEL）06-6856-1777

ホームページ http：//www.toyonakasjc.or.jp/
キャンセル料
期限等

E-mail 対象エリア
（全域または
区域を記入）

営業日・時間
（定休日）

対応時間

専門職の派
遣

サービス内容
（※具体的に
ご記入くださ

い）

その他特記
事項など

入院中の支援、可能（洗濯など身辺整理）

店舗数 豊中市内のみ（　　　1　　　　）ヶ所 大阪府内全体（　　　　　　　　）ヶ所

事業内容
おおむね60歳以上の高年齢会員への、臨時的・短期的・軽
易な就業機会の提供
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