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豊中市のお問合せ窓口

介護保険やサービスについてのお問合せは、内容によって窓口が異なりますので、ご確認のうえご相談ください。

お問合せ内容 電話番号 ファクス番号 担当窓口

要介護認定の申請・相談 06-6858-2834

06-6858-3611 長寿安心課

介護についての相談 高齢者総合相談
06-6858-2235
06-6858-2237

紙おむつの支給・緊急通報システムなどの
生活支援サービスについて

ホームヘルプやデイサービス、短期入所生活
介護（ショートステイ）などのサービスの 
利用者負担の軽減について

06-6858-2856

一般介護予防事業についての相談 06-6858-2865

住宅改修費・福祉用具購入費支給について

06-6858-2295 06-6858-4325 保険給付課

高額介護サービス費の払い戻し

介護保険施設に入所される人や、短期入所
生活介護・短期入所療養介護（ショート 
ステイ）を利用される人の負担限度額認定証
の申請について

転出・転入の届出、被保険者証等の発行
06-6858-2301 06-6858-4325 保険資格課

保険料について

保険料の納付についての相談 06-6858-2306 06-6858-4325 保険収納課

健康に関する相談 06-6858-2292 06-6152-7328
健康政策課

（豊中市保健所２階）

介護保険制度について 06-6858-2837 06-6858-3146 長寿社会政策課

介護保険サービス事業者ガイドブック

居宅サービス
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♦生活・介護環境を整えるサービス/自宅で受けるサービス
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特定（介護予防）福祉用具販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

♦施設に泊まって受けるサービス
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（介護予防）短期入所療養介護（ショートステイ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

※掲載を希望された豊中市内の介護保険サービス事業者一覧です。
※事業者情報は令和 4 年（2022 年）6 月現在のものです。
※内容は変更されている場合があります。

サービス内容説明・所在マップ・市内事業者一覧
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［自宅で受けるサービス］ 

 訪問介護（ホームヘルプ） ＜要介護１～５の人＞ 

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、調理、食事介助などの身体介護や調理、 

洗濯、掃除などの生活援助を行います。通院などを目的とした乗車又は降車が中心の介助

も利用できます。利用料はサービス費用の1割、2割または3割です。 

※早朝、夜間、深夜などの時間帯加算などがあります。 

区     分 
サービス費用のめやす 

（１回あたり） 

利用料のめやす 
（１割負担の場合、 

１回あたり）

身体介護（30分以上1時間未満） ４，２９２円 ４３０円 

生活援助（45分以上） ２，４３９円 ２４４円 

 

 

 

 

 

 

 

●市民税非課税世帯で、収入が一定基準以下などの要件に該当する人は、介護
保険の利用者負担額（食費・居住費などを含む）が軽減される制度があります。
ただし、社会福祉法人のサービスの場合は軽減額を社会福祉法人が負担する
ため、この制度を行っていない場合もあります。 

 

 

 

 

事業者を選ぶチェック項目 

□ サービス提供内容や職員体制、費用についての説明を十分にしてくれるか。 

□ 決められた時間どおりに職員が来てくれるか。 

□ ヘルパーが接遇研修などを受けているか（言葉や応対が乱暴ではないか）。 

□ 事故などの緊急時の対応や連絡先などについてきちんと説明してくれるか。 

 

 

 

 
［身体介護］ 

• 食事や入浴、排せつの介助 
• 衣類の着脱や体位変換 
• 洗顔、つめきり、 

身体の清
せ い

拭
し き

（体を拭く） 
• 服薬の介助 
• 通院・外出の付き添いなど 

［生活援助］ 
• 食事の準備や調理 
• 衣類の洗濯や補修 
• 掃除やベッドメイク 
• 生活必需品の買い物など 

 

 

 

 

 

 

→お問合せは、⾧寿安心課 
電話:０６-６８５８-２８５６ 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
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 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部(
柴
原
) 

ニチイケアセンター豊中少路 

 2774004580  560-0004 豊中市少路一丁目4番5号 

 （株）ニチイ学館  06-6855-4061  06-6855-4062 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

訪問介護ステーション アマニカス 

 2774009076  560-0004 豊中市少路1丁目7番19号 アマニカス3階 

 （医）永仁会  06-6151-5783  06-6856-1381 

 ―  ―  ― 

 

プラスワンケアサポート（株）豊中支店 

 2774000067  560-0021 豊中市本町一丁目5番8号 高山第1ビル4階 

 プラスワンケアサポート（株）  06-6840-1100  06-6840-1117 

 12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

（有）いきいきステーション 

 2774000505  560-0021 豊中市本町四丁目1番22号 シーズビルＢのＡ 

 （有）いきいきステーション  06-6844-8531  06-6844-8532 

 無休  9:00～18:00  無 

 

障害者の自立を支えるサポートネットワーク 

 2774007716  560-0021 豊中市本町一丁目13番34号 チェリオビル3階 

 （非営）障害者の自立を支えるサポートネットワーク  06-6846-7781  06-6846-7782 

 12/31～1/3  8:00～22:00  無 

 

Ｇ―ケア居宅介護事業所 

 2774005348  560-0031 豊中市螢池北町2丁目1番5号 蛍池アーバンライフ104号 

 （株）シンマン  06-6854-5027  06-6854-5028 

 8/13～16、12/29～1/3  9:00～18:00  無 

 

サン介護サービス 

 2774002543  560-0032 豊中市螢池東町一丁目1番22号 ディアハイム205号室 

 （有）ダイトク  06-6840-3633  06-6840-3623 

 12/30～1/3  9:00～18:00  無 
 

あらたま介護ステーション 

 2774008995  560-0032 豊中市螢池東町2丁目1番2号 ＳＵＮ・ＳＵＮビル301号室 

 （株）あらたま  06-6844-5168  06-6844-5107 

 ―  ―  ― 

 

ホームヘルプセンターなごみ（蛍池） 

 2774002030  560-0033 豊中市螢池中町三丁目9番2号 

 （株）ジール  06-6152-3158  06-6152-3156 

 12/29～1/3  9:00～18:00  無 

 

ヘルパーステーションＣＩＬ豊中 

 2774004911  560-0033 豊中市螢池中町二丁目3番1-202号 

 （非営）ＣＩＬ豊中  06-6840-8195  06-6840-8196 

 日、祝、12/29～1/3  9:00～18:00  無 
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北
西
部(
柴
原
) 

ケアステーションゆうゆう 

 2774006213  560-0033 豊中市螢池中町一丁目10番20号 

 （有）らるご  06-6855-9977  06-6855-9978 

 日、8/14～16、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

しんこうケア 

 2774006841  560-0033 豊中市螢池中町二丁目10番11号 101室 

 しんこう（株）  06-6836-9477  06-6836-9478 

 無休  9:00～18:00  無 

 

アミティヘルパーステーション 

 2774006981  560-0034 豊中市螢池南町2丁目4番12号 

 （有）アミティケアサービス  06-6852-1350  06-6852-1360 

 無休  0:00～24:00  無 

 

訪問介護ステーションリアンハーモニー豊中 

 2774008375  560-0034 豊中市螢池南町2-13-10 ブランシャトーアン101号 

 （株）リアンハーモニー  06-6210-6155  06-6210-6158 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

介護センターアイ 

 2774002154  560-0035 豊中市箕輪一丁目26番11号 

 （同）すみれ企画  06-6857-8278  06-6856-0263 

 8/13～16、12/30～1/4  平日:9:00～17:00、土曜:9:00～13:00  無 

 

アニストヘルパーステーション豊中 

 2774003624  560-0035 豊中市箕輪2-14-6 メゾンエアポート1階北号 

 （株）アニスト  06-6841-0809  06-6841-0810 

 無休  9:00～18:00  無 

 

明・通・介護ステーション 

 2774006775  560-0035 豊中市箕輪1-11-16-502 

 （同）明・通  06-4866-6513  06-4866-6513 

 無休  9:00～17:00  有 
 

ケア・アンド・コミュニケーション 

 2774001271  560-0045 豊中市刀根山四丁目6番4号 

 （株）刀根萬  06-6152-1151  06-6152-1152 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～17:00  無 

 

おひさまの晃 

 2774005488  560-0045 豊中市刀根山四丁目5番4号 

 （非営）孫の手  06-6842-7691  06-6842-7691 

 12/30～1/3  8:00～22:00  有 

 

グランユニライフホームヘルパーステーション豊中刀根山 

 2774009530  560-0045 豊中市刀根山3丁目6-5 

 （株）グランユニライフケアサービス  06-4865-0021  06-4865-0006 

 ―  24時間  無 
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北
西
部(
柴
原
) 

アスモ介護サービス豊中 

 2774008391  560-0053 豊中市向丘1-6-11 

 （株）アスモ介護サービス  06-6843-6656  06-6850-1202 

 無休  9:00～18:00  無 

 

ケアセンター秋桜 

 2774008656  560-0054 豊中市桜の町五丁目1番12号 トモエマンション205号室 

 （同）秋桜  06-6868-9410  06-6868-9410 

 12/30～1/3  9:00～18:00  ― 

 

ｂｏｔｈ介護ステーション 

 2774008821  560-0054 豊中市桜の町3丁目17番4-403号 

 （同）セシル  06-6850-3300  06-6398-7020 

 ―  9:00～18:00  無 

 

訪問介護もかライフケア 

 2774009753  560-0054 豊中市桜の町4丁目6番21号 ヴィラセンチュリー3号館 202号室 

 （株）センチュリー  06-6852-6000  06-7508-8025 

 ―  ―  ― 

 

ニチイケアセンター柴原 

 2774002469  560-0055 豊中市柴原町三丁目1番24号 北摂測量ビル1階 

 （株）ニチイ学館  06-6842-1295  06-6846-1298 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

訪問介護ステーションはーとふる柴原 

 2774007484  560-0055 豊中市柴原町4丁目8番22号 

 （有）ハートフルケア  06-6848-8881  06-6848-8882 

 無休  9:00～18:00  無 

 

ＴａＳｉＫａ訪問介護ステーション 

 2774009498  560-0055 豊中市柴原町2丁目3番15号 コーポ柴原102号室 

 （株）ＴａＳｉＫａ  06-4867-4193  06-4867-4193 

 水、木  8:00～18:00  無 
 

グレイスケアすみれ 

 2774006676  560-0056 豊中市宮山町1-1-48 102号 

 （株）グレイスコーポレーション  06-6843-8778  06-6843-8774 

 ケア:年末年始 
事務所:土、日、祝、お盆、年末年始  6:00～20:00 

※重度の方に限り応相談（時間外ケア）  無 

 

豊中介護サンシャインセンター 

 2774002949  561-0891 豊中市走井二丁目3番3号 

 豊中介護サンシャインセンター（有）  06-6855-0170  06-6855-3907 

 12/30～1/4  平日:9:00～17:00、土曜:9:00～15:00 
祝日:9:00～17:00  無 

 

訪問介護ステーションおむすび 

 2774008698  561-0891 豊中市走井1丁目5番1号 

 ＲＹＭ（株）  06-6335-4572  06-6335-4573 

 土、日  9:00～18:00  ― 
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休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部(
柴
原
) 

ハッピースタッフ豊中北 

 2774009571  561-0891 豊中市走井1丁目6番41号 

 （株）ライフケア・ビジョン  06-6850-8607  06-6850-8611 

 ―  ―  ― 

北
中
部(
少
路
) 

みろくケアサービス 

 2774005249  560-0003 豊中市東豊中町4-15-23 

 （株）茜  06-6152-6441  06-6152-6442 

 8/13～15、12/30～1/4  9:00～17:00  無 

 

介護センターあやと 

 2774005777  560-0003 豊中市東豊中町五丁目23番5号 ベルコリン東豊中2号館 107 

 （同）彩人  06-7897-0153  06-7897-0159 

 12/29～1/3  9:00～18:00  無 

 

ｃｈａｒｍｅケアサービス 

 2774009308  560-0003 豊中市東豊中町五丁目11番1号 西谷第2ハイツ103号室 

 （同）charme  06-7165-5794  06-7165-5794 

 無休  10:00～18:00  無 

 

介護ステーション О だいゆう 

 2774009779  560-0003 豊中市東豊中町4丁目2番30-105号 

 （同）大優  06-7892-0003  06-7892-0003 

 ―  ―  ― 

 

（有）みらい豊中ステーション 

 2774001685  560-0005 豊中市西緑丘三丁目22番20号 

 （有）みらい  06-6842-6233  06-6842-6234 

 日、1/1～3  9:00～18:00（24時間連絡可）  無 

 

グローバルケア西緑丘ヘルパーステーション 

 2774006049  560-0005 豊中市西緑丘3丁目15番10号 

 （株）グローバルケア  06-6857-7878  06-6857-7881 

 無休  9:00～18:00  有 
 

グリーン・リーフ豊中介護センター 

 2774006890  560-0013 豊中市上野東2丁目19番27号 

 （株）グリーン・リーフ  06-6853-4165  06-6853-4166 

 8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

訪問介護 とらーな 

 2774007773  560-0013 豊中市上野東1丁目21-46 

 （株）とらーな  06-4867-4283  06-4867-4284 

 土、日  9:00～21:00  無 

 

訪問介護トキ 

 2774005785  560-0051 豊中市永楽荘二丁目1番14号 貝原ビル2F 

 （株）トキ  06-6855-6093  06-6855-6094 

 12/30～1/3  9:00～18:00  無 



 

― 7 ― 

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
中
部(
少
路
) 

訪問介護事業所かすが 

 2774008441  560-0052 豊中市春日町四丁目2番9号 

 （同）ケアホームかすが  06-7501-6178  06-7509-3917 

 土、日、祝、8/13～16、12/29～1/3  9:00～17:00  無 

 

タックケア 

 2774005397  560-0053 豊中市向丘三丁目6番50号 ヴェルデ向丘101号室 

 （株）タックケア  06-6335-4374  06-6335-4384 

 8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

北
東
部(
千
里
) 

ヘルパーステーションアリス千里 

 2774001412  560-0081 豊中市新千里北町一丁目18番2号 

 （社福）豊中ファミリー  06-6155-1060  06-6835-7373 

 日、12/30～1/3  8:30～17:30  無 

 

豊寿荘訪問介護事業所「ゆたか」 

 2774000810  560-0083 豊中市新千里西町二丁目7番2号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6831-7225  06-6836-1600 

 無休  9:15～18:00  無 

 

訪問介護ステーションウィステリア千里中央 

 2774008482  560-0083 豊中市新千里西町1丁目1番7の3 

 （株）メディカルシステムネットワーク  06-6836-3322  06-6836-3323 

 8/13～16、12/30～1/3  9:00～18:00  ― 

 

（株）ウラノ 

 2774000349  560-0084 豊中市新千里南町三丁目1番24号 桃山台グリーンピア4階 

 （株）ウラノ  06-6835-2297  06-6835-3377 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

ケアステーション かんのん 

 2774006643  560-0084 豊中市新千里南町2丁目7番8-201号 

 （株）かんのん  06-6831-5799  06-6170-6711 

 12/29～1/3  9:00～17:30  無 
 

スーパー・コート千里中央訪問介護事業所 

 2774007393  560-0084 豊中市新千里南町3丁目1番33号 アネックス千里203号室 

 （株）スーパー・コート  06-6170-4591  06-6170-4593 

 無休  9:00～18:00  無 

 

ハッピースタッフ豊中新千里 

 2774008474  560-0084 豊中市新千里南町2丁目3番28号 千里ハイツ703号室 

 （株）ライフケア・ビジョン  06-4860-6107  06-4860-6321 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  無 

 

葵 ヘルパーサービス 

 2774008771  560-0084 豊中市新千里南町3-1-14 ナカニシビル302号 

 （株）ＩＣ ｌｉｆｅ ｄｅｓｉｇｎ  06-6335-4132  06-6335-4134 

 日、12/30～1/3  ―  無 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
東
部(
千
里
) 

ホームヘルプセンター豊泉家豊中 

 2774002972  560-0085 豊中市上新田三丁目10番36号 

 （社福）福祥福祉会  06-6873-6500  06-6873-0175 

 12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

ケア21千里中央 

 2774004234  560-0085 豊中市上新田一丁目24 千里中央パークヒルズＭ棟 110号室 

 （株）ケア21  06-6155-3721  06-6872-3421 

 無休  9:00～18:00  無 

 

豊寿荘訪問介護事業所「ひがしまち」 

 2774007641  560-0085 豊中市上新田1-12-1 コアロード桃山台206 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6836-6843  06-6836-6844 

 12/29～1/3  9:15～18:00  無 

 

千里ヘルパーステーション 

 2774009688  560-0085 豊中市上新田4-25-2-107 

 （株）ニシムラ  06-6836-5593  06-6836-5594 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

エニシエケア桃山台 

 2774008607  561-0861 豊中市東泉丘4-5-46 

 髙松エステート（株）  06-4865-6777  06-4865-6778 

 土、日、祝、8/12～16、12/30～1/4  9:00～18:00  無 

 

桃山台やわらぎ 

 2774008961  561-0861 豊中市東泉丘4丁目5番55号 

 （株）川島コーポレーション  06-6845-1800  06-6845-1802 

 年中無休  8:30～17:30（24時間サービス提供可）  有 

中
部
(
中
央
) 

あんずヘルパーステーション 

 2774006122  560-0014 豊中市熊野町三丁目14-31 

 （株）恵寿会  06-6853-8821  06-6853-8823 

 日、祝、12/31～1/3  9:00～18:00  無 
 

あいふりーヘルパーステーション 

 2774007856  560-0014 豊中市熊野町二丁目1番5号 サンハイム辻101号室 

 （株）あいふりー  06-7897-0268  06-7897-0268 

 無休  24時間（転送電話有） 
事業所:9:00～18:00  無 

 

ヘルパーステーションみゆ 

 2774008847  560-0014 豊中市熊野町4丁目2番43-604号 

 （同）みゆ  06-6850-3993  06-7708-7064 

 ―  ―  ― 

 

はな介護ステーション 

 2774009365  560-0014 豊中市熊野町4丁目8番13号 熊野ハイツ102号 

 （同）はな  06-4865-9807  06-4865-9808 

 ―  7:00～19:00  無 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
部
(
中
央
) 

訪問介護ステーションあやめ 

 2774009449  560-0014 豊中市熊野町四丁目13番27号 

 （株）山桜  06-6335-4883  06-6335-4811 

 ―  9:00~18:00  無 

 

（有）訪問介護センター穂の花 

 2774002931  560-0016 豊中市栗ケ丘町2番8号 

 （有）訪問介護センター穂の花  06-6840-0212  06-6840-0215 

 1/1～3  9:00～18:00 
（サービス提供可能時間帯:7:00～21:00）  有 

 

ケア21豊中 

 2774000828  560-0022 豊中市北桜塚二丁目3番11号 ＪＹビル201号室 

 （株）ケア21  06-6857-0511  06-6857-0855 

 土、日、祝、8/13～17、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

（医）真正会 訪問介護ステーション まごころ 

 2774007740  560-0022 豊中市北桜塚3丁目7番31号 

 （医）真正会  06-6840-1304  ― 

 日、祝、12/29～1/3  平日:9:00～17:00、土曜:9:00～12:00  無 

 

アルファケアサービス 

 2774002410  560-0023 豊中市岡上の町四丁目1番22号 レジデンスマロン弐番館 503号 

 （有）ポラリス  06-6853-2010  06-6853-3010 

 日、12/30～1/3  9:00～18:00 
（サービス提供可能時間:9:00～20:00）  無 

 

在宅ケアーサービス豊中 

 2774000356  560-0024 豊中市末広町二丁目2番2号 

 （有）在宅ケアーサービス豊中  06-6845-1315  06-6845-1306 

 12/29～1/3  9:00～18:00  無 

 

ホームヘルパーステーションアネシス 

 2774008599  560-0025 豊中市立花町一丁目2番8号 

 ＳＰＩＣＥＤ ｈｏｌｄｉｎｇ（株）  06-6840-6111  06-6840-1811 

 日、12/29～1/3  9:00～18:00  無 
 

ほくせつ医療生協ヘルパーステーション 

 2774000950  560-0026 豊中市玉井町1-10-6-402 

 ほくせつ医療生活協同組合  06-6845-7602  06-6845-7607 

 日、祝、8/15、12/30～1/4  平日:9:00～17:00、土曜:9:00～13:00  無 

 

チャームヘルパーステーション豊中旭ヶ丘 

 2774004556  561-0865 豊中市旭丘1番13号 

 （株）チャーム・ケア・コーポレーション  06-6841-9132  06-6841-9131 

 無休  8:30～17:30  無 

 

ニチイケアセンター豊中 

 2774000125  561-0881 豊中市中桜塚一丁目4番33号 安藤ビル1階 

 （株）ニチイ学館  06-6840-5891  06-6840-5892 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  無 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
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設置主体/   電話    FAX   
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 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
部
(
中
央
) 

（有）岡町介護サービス 

 2774000315  561-0881 豊中市中桜塚一丁目6番21号 

 （有）岡町介護サービス  06-6844-6301  06-6844-7102 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～17:00  無 

 

ポピーライフ 

 2774002162  561-0881 豊中市中桜塚5丁目19番25号 

 （有）ポピーライフ  06-6842-0010  06-6842-0058 

 日、8/13～16、12/29～1/3  平日:9:00～18:00、土曜:9:00～14:30 
祝日:9:00～18:00  無 

 

ハート介護サービス豊中 

 2774002907  561-0881 豊中市中桜塚2-19-10 エスタ桜塚Ｂ棟1 

 （株）ハート介護サービス  06-6858-1718  06-6858-1719 

 無休  8:00～20:00  無 

 

キボウ豊中 

 2774003186  561-0881 豊中市中桜塚三丁目10番35号 ＢＺ豊中センタービル701号 

 （有）アシスト・ワン  06-6844-1180  06-6840-3866 

 12/29～1/3  9:00～18:00  無 

 

訪問介護ステーションリアンハーモニー桜塚 

 2774007336  561-0881 豊中市中桜塚五丁目20-7 第2ゼンカンハイツ103 

 （株）リアンハーモニー  06-6857-2226  06-6857-1881 

 無休  24時間  無 

 

ケアライフさくらづか 

 2774007443  561-0881 豊中市中桜塚二丁目31番12号 

 ケアライフさくらづか（株）  06-6846-0888  06-6846-0887 

 日  24時間  無 

 

ヘルパーステーション羽子板 

 2774008136  561-0881 豊中市中桜塚二丁目6番8号 

 （同）羽子板  06-7182-8265  06-7181-7659 

 土、日、祝、8/13～16、12/29～1/3  9:30～16:00  有 
 

在宅ケアサービス ソラスト豊中 

 2774001743  561-0882 豊中市南桜塚二丁目6番30号 カワサキビル1階2階 

 （株）ソラスト  06-6152-0150  06-6152-0151 

 12/29～1/3  9:00～17:30  無 

 

エルケア（株）エルケア豊中ケアセンター 

 2774003913  561-0883 豊中市岡町南1丁目1番10号 ＴＡＹＡビル2階 

 エルケア（株）  06-6855-4601  06-6855-4602 

 12/31～1/3  9:00～18:00  有 

 

ヘルパーステーション幸 

 2774007526  561-0883 豊中市岡町南1丁目5-47 

 （一社）誠優  06-4977-2213  06-4977-2213 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  有 
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 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
部
(
中
央
) 

グランダ豊中ケアステーション 

 2774008516  561-0883 豊中市岡町南一丁目5番9号 

 （株）ベネッセスタイルケア  06-4865-5625  06-4865-5626 

 12/29～1/3  9:00～18:00  有 

 

ＳＯＭＰＯケア 豊中 訪問介護 

 2774008755  561-0884 豊中市岡町北3-5-22 

 ＳＯＭＰＯケア（株）  06-6842-2170  06-6842-2171 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～18:00  無 

 

ベネッセ介護センター豊中 

 2774001180  561-0885 豊中市岡町3-6 アソルティ豊中岡町404 

 （株）ベネッセスタイルケア  06-6844-5272  06-6844-5276 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

パナソニック エイジフリーケアセンター豊中・訪問介護 

 2774004127  561-0885 豊中市岡町8番11号 シティヒルズウオアサ202号 

 パナソニック エイジフリー（株）  06-6844-0960  06-6844-0961 

 12/29～1/3  9:00～17:00  無 

 

さくら・介護ステーション岡町 

 2774006023  561-0885 豊中市岡町9番6号 ＧＳ岡町304号室 

 （株）ハッピーライフ  06-6152-7452  06-6152-7462 

 12/31～1/3  9:00～18:00  無 

 

（株）やさしい手豊中岡町訪問介護事業所 

 2774007625  561-0885 豊中市岡町3-6 アソルティ岡町302号 

 （株）やさしい手  050-1751-3275  06-7668-0552 

 土、日、12/29～1/3  9:00～18:00  無 

 

（医）仁悠会 ヘルパース テーション ゆう 

 2774009522  561-0893 豊中市宝山町23-10 淀川ビル201号室 

 （医）仁悠会  06-7777-1733  06-7777-1734 

 ―  8:30～17:30  無 

中
東
部(
緑
地
) 

訪問介護ステーションだるま 

 2774008839  561-0811 豊中市若竹町1丁目8-13-101 

 （同）だるま  06-4977-3332  06-4977-2355 

 ―  ―  ― 

 

ケアステーションいこい 

 2774004986  561-0812 豊中市北条町一丁目32番20号 

 （医）三和会  06-6335-0040  06-6335-0038 

 無休  9:30～18:30  無 

 

訪問介護はえみ大阪 

 2774008128  561-0812 豊中市北条町三丁目1番7号 第一メゾン青雲106 

 （同）はえみ  06-6842-9766  06-6333-1997 

 土、日、祝  9:00～18:00  無 
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中
東
部(
緑
地
) 

ハピネスリブヘルパーステーション 服部天神 

 2774009662  561-0812 豊中市北条町1丁目30-14 プチ北条206号室 

 （株）ハピネスリブ  06-6151-4212  06-6151-4213 

 ―  9:00～18:00  無 

 

サンエール介護ステーション 

 2774006064  561-0813 豊中市小曽根1-10-43-105 

 （株）サンエール  06-6334-1880  06-6334-1881 

 5/3～5、8/13～15、12/31～1/3  9:00～18:00  無 

 

福祉サービス ぶうめらん 

 2774006734  561-0813 豊中市小曽根2丁目6番25-101号 

 （有）鈴木製作所  06-6152-9858  06-6152-9859 

 12/30～1/3  24時間（留守電有） 
事業所:9:00～17:45  無 

 

介護サービスざこや 

 2774004135  561-0814 豊中市豊南町東三丁目5番19号 

 （株）ざこや  06-6332-5839  06-6331-1050 

 12/30～1/3  9:00～18:00  有 

 

グーズベリー 

 2774005256  561-0816 豊中市豊南町西1-5-8 

 （同）千雅  06-6335-5454  06-6335-5453 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

こばと介護ステーション 

 2774005280  561-0816 豊中市豊南町西一丁目16番12号 

 （株）ムラタ  06-6331-5810  06-6331-5811 

 日、8/13～15、12/29～1/3  平日:9:00～17:00、土曜:9:00～15:00 
祝日:9:00～17:00  無 

 

ケアステーションはれた 

 2774009605  561-0816 豊中市豊南町西四丁目2番4号 へ号期北側 

 （株）ＹＯＫＯ  06-6335-4870  06-6335-4885 

 ―  9:00～18:00  ― 
 

ビジョン訪問介護 

 2774003160  561-0817 豊中市浜3-18-3-1 

 （有）ハッピーライフ  06-6335-2350  06-6335-2351 

 日、祝、12/29～1/3  9:00～18:00  無 

 

グランユニライフホームヘルパーステーション豊中浜 

 2774006718  561-0817 豊中市浜3丁目20番1号 

 （株）グランユニライフケアサービス  06-7668-6170  06-7668-6166 

 12/29～1/3  24時間  無 

 

セレクト訪問介護ステーション 

 2774009464  561-0817 豊中市浜二丁目16番2号 ヒノデハイツ2号館 105号室 

 （株）ＮＳＡ  06-6335-1667  06-6335-1668 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00（サービス提供時間:24時間）  有 
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中
東
部(
緑
地
) 

ふうりん・ケア 

 2774009746  561-0817 豊中市浜一丁目25番6号 

 （株）風鈴  06-6210-6758  06-6210-6759 

 ―  9:00～18:00  無 

 

訪問介護ステーションあいわ 

 2774001875  561-0872 豊中市寺内一丁目1番10号 

 （社福）愛和会  06-6866-2941  06-6866-2950 

 12/31～1/3  8:30～17:00  無 

 

スーパー・コート豊中桃山台訪問介護事業所 

 2774007377  561-0872 豊中市寺内2丁目13番4号 303号室 

 （株）スーパー・コート  06-6151-2970  06-6151-2974 

 無休  0:00～22:00  無 

 

ケアステーション ゆうらく 

 2774009332  561-0874 豊中市⾧興寺南1-3-14-201 

 （同）ゆうらく豊中  06-7164-5399  06-7182-4037 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:30～17:30  無 

 

ノイベルト訪問介護ステーション 

 2774009696  561-0874 豊中市⾧興寺南四丁目8番5号 

 （株）ＮＳＡ  06-6868-5331  06-6868-5333 

 土、日、祝、8/13～15、12/31～1/3  事務所対応時間:9:00～18:00  無 

 

絆24 

 2774005744  561-0875 豊中市⾧興寺北三丁目2番3号 服部緑地1番館 2階 

 （株）リクリエイト  06-6836-9261  06-6836-9262 

 無休  9:00～18:00  無 

中
西
部(
服
部
) 

（有）ケアネット大阪ヘルパーセンター豊中訪問介護事業所 

 2774002717  561-0801 豊中市曽根西町二丁目3番31号 曽根ハイツ1階 

 （有）ケアネット大阪ヘルパーセンター  06-6842-6005  06-6842-6006 

 事務所:土、日、祝、8/13～17、12/30～1/4 
（24時間連絡可）  9:00～18:00（24時間連絡可）  無 

 

アップルケアステーション 

 2774009274  561-0801 豊中市曽根西町3丁目10番1号 

 アオキメディカルケア（株）  06-7172-8130  06-7164-9072 

 12月29日～1月3日  8:00~19:30  無 

 

ループケアサービス 

 2774005819  561-0802 豊中市曽根東町2-1-5 ココスビル201号 

 （株）ループ  06-6152-8466  06-6152-8426 

 事務所:土、日、12/30～1/3  9:00～17:00（事務所）  無 

 

居宅・移動支援サービス ＧＥＮＥ 

 2774008813  561-0802 豊中市曽根東町6丁目12番11号 

 （同）ＧＥＮＥ  06-6152-5913  06-6152-5910 

 年中無休  10:00～18:00  無 
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 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
西
部(
服
部
) 

さくらそう豊中 

 2774008938  561-0802 豊中市曽根東町3丁目5番3号 コマウイング201 

 （株）日本エルダリーケアサービス  06-6867-5566  06-6867-5567 

 無休  9:00～17:45 
（但し電話にて24時間連絡対応可能）  無 

 

癒しケアオフィス 

 2774009266  561-0802 豊中市曽根東町5丁目3-16 

 （株）クリア  06-6862-2067  06-6862-2068 

 ―  ―  ― 

 

アコール 

 2774009555  561-0802 豊中市曽根東町六丁目11番2号 ベルシャンブル大栄1階 

 ハーモニー（株）  06-6866-5002  06-6866-5003 

 ―  ―  ― 

 

ライフサポート 

 2774000380  561-0803 豊中市城山町一丁目9番1号 

 （社医）北斗会  06-6865-1217  06-6865-1291 

 日、祝、12/30～1/3  8:00～16:15  無 

 

豊中市社会福祉協議会 ヘルパーステーション 

 2774004309  561-0803 豊中市城山町2丁目9番3号 

 （社福）豊中市社会福祉協議会  06-6867-1732  06-6867-1735 

 土、日、祝･12/29～1/3  8:45～17:15  無 

 

カルテット 

 2774007518  561-0803 豊中市城山町二丁目7番2号-201 

 ハーモニー（株）  06-6868-0410  06-6868-0411 

 無休（事務所:日、祝、8/13～16、12/28～1/3）  24時間  無 

 

中央介護センターサン曽根ステーション 

 2774006262  561-0804 豊中市曽根南町2丁目11番35号 

 大阪中央警備保障（株）  06-6863-1001  06-6863-1002 

 無休  9:00～18:00  無 
 

中央介護センターサン 曽根南ステーション 

 2774007013  561-0804 豊中市曽根南町2丁目10番17-203 

 大阪中央警備保障（株）  06-6865-7501  06-6865-7502 

 無休  9:00～18:00  無 

 

ハッピースタッフ豊中 

 2774006452  561-0843 豊中市上津島二丁目8番41号 久保ビル1階 

 （株）ライフケア・ビジョン  06-6866-9288  06-6866-9298 

 無休  ―  無 

 

優心・ケア 

 2774007799  561-0843 豊中市上津島三丁目8番5号 

 （株）優心  06-6866-3668  06-6152-8338 

 ―  24時間  ― 
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設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
西
部(
服
部
) 

ヘルパーステーション希望の光 

 2774008664  561-0846 豊中市利倉東2-3-3-36 

 （一社）希望の光  06-6862-5037  06-6862-5078 

 土、日、祝  9:00～18:00  無 

 

大阪中央警備保障（株）中央介護センターサン 

 2774000620  561-0851 豊中市服部元町二丁目3番10号 柴野ビル1階 

 大阪中央警備保障（株）  06-6867-1331  06-6865-5455 

 無休  9:00～18:00  無 

 

ポプラライフケア豊中 

 2774005595  561-0851 豊中市服部元町1-3-15 Leiwa 服部天神601 

 （株）ポプラコーポレーション  06-6151-2810  06-6151-2781 

 日、祝、12/31～1/3  9:00～18:00  無 

 

ゆうケアサービス 

 2774007575  561-0851 豊中市服部元町2-6-3 

 （株）ショウキ  06-6864-8512  06-6864-8517 

 土、日、祝、8/13～15、12/31～1/3  8:00～16:00  無 

 

和らぎケア 

 2774008748  561-0851 豊中市服部元町二丁目7番22号 405号室 

 和らぎ（株）  06-7713-1393  06-6863-0803 

 土、日、祝  8:30～17:30  無 

 

ニチイケアセンター服部天神 

 2774009050  561-0851 豊中市服部元町1丁目9番15号 礒野ビル302号 

 （株）ニチイ学館  06-6867-6020  06-6866-8355 

 ―  9:00～18:00  無 

 

トータルケアめぐみ 

 2774009456  561-0851 豊中市服部元町一丁目2番8-301号 

 （株）グロウ  06-6398-9666  06-6398-9665 

 祝（振替休日を含む）、8/13～15、12/31～1/3  9:00～17:00  有 
 

（非営）ほがらかケアセンター 

 2774001867  561-0852 豊中市服部本町三丁目1番3号 

 （非営）ほがらか  06-6862-5816  06-6862-5817 

 12/29～1/3  9:00～17:00  無 

 

訪問介護ぬくもり豊中センター 

 2774003814  561-0852 豊中市服部本町一丁目6番28号 ＳＡＮＫＹＯＢＬＤ3階 

 ケアエンタープライズ（株）  06-6867-1157  06-6867-1147 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:30～17:30（緊急時は時間外も連絡可）  無 

 

ヘルパーステーション千志 

 2774007369  561-0852 豊中市服部本町1丁目5番29号 102号室 

 （株）千志  06-6863-5780  06-6862-8292 

 12/29～1/3  7:00～20:00  無 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
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休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
西
部(
服
部
) 

ｗａｎｗａｎ 

 2774009209  561-0852 豊中市服部本町一丁目5番27号 メゾン服部101号室 

 （同）wanwan  06-6868-9951  06-6868-9957 

 土、日、祝、8/12～15、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

フルール 

 2774009001  561-0853 豊中市服部南町3-4-6 

 （株）フルール  06-6868-8787  06-6868-5587 

 祝、8/14～16、12/30～1/3  9:00～17:00  無 

 

ヘルパーセンターねこのて 

 2774004978  561-0854 豊中市稲津町1丁目1番13号 増田ビル2階 

 （株）丸和  06-6862-2525  06-6862-2801 

 日、12/29～1/3  9:00～18:00  有 

 

ほづみヘルパーステーション 

 2774000661  561-0856 豊中市穂積一丁目9番1号 

 （社福）昌壽会  06-6866-1125  06-6866-1060 

 無休  8:30～17:30  無 

 

服部天神ヘルパーステーション 

 2774009175  561-0857 豊中市服部寿町2丁目10-6 

 （株）ニシムラ  06-6868-5280  06-6868-5281 

 土、日、8/13～15、12/30～1/3 
（休日個別対応可）  9:00～18:00  無 

 

パピルス 

 2774001099  561-0858 豊中市服部西町二丁目5番15号 

 （株）パピルス  06-4866-1124  06-4866-1114 

 夏期休業、年末年始  9:00～18:00  有 

 

まごころケア豊中 

 2774004226  561-0858 豊中市服部西町一丁目3番28号 

 （株）まごころケア  06-6865-5800  06-6865-5805 

 8/14～16、12/30～1/3  9:00～18:00  無 
 

ゆうゆうトライ 

 2774006056  561-0858 豊中市服部西町2丁目7番7号 

 （一社）ゆうゆうＴｒｙ  06-7504-1150  06-7504-5196 

 12/29～1/3  9:00～18:00  無 

 

ユアスマイル豊中 

 2774008433  561-0858 豊中市服部西町2-4-8 

 ユアスマイル（株）  06-6152-7439  06-6152-7647 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

ケアステーション藤 

 2774002485  561-0859 豊中市服部豊町一丁目6番16号 冨士メイトマンション101号 

 （有）藤  06-6863-3917  06-6863-3916 

 8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  無 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    
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休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
西
部(
服
部
) 

ポエム 

 2774002733  561-0859 豊中市服部豊町一丁目5番1号 

 （有）ポエム  06-6866-8166  06-6864-3795 

 8/13～16、12/29～1/3  9:00～17:00  有 

 

ヘルパーステーションコーケン 

 2774003574  561-0859 豊中市服部豊町一丁目8番12号 

 （株）光研  06-6868-1387  06-6868-1371 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  無 

 

介護支援センターグローリー 

 2774003723  561-0859 豊中市服部豊町二丁目16番28号 

 （株）ジャパン・グローリー  06-6863-6888  06-6863-6888 

 土、日、祝、8/13～16、12/29～1/3  9:00～18:00  有 

 

Ａｉ介護サービス 

 2774006015  561-0859 豊中市服部豊町1丁目6番7 矢内ハイツ服部1F 東 

 （株）徳洋福祉会  06-6151-2998  06-6151-2198 

 8/12～16、12/28～1/3  10:00～19:00  無 

 

介護サービス 豊恋想 

 2774006460  561-0859 豊中市服部豊町1-13-3 

 （株）豊恋想  06-6868-5552  06-6868-5550 

 日、12/31～1/3  9:00～18:00  無 

 

あいる 

 2774008730  561-0859 豊中市服部豊町1丁目11番3号 豊町ヴィラ101号 

 （同）Ｓｉｅｇ  06-4866-6961  06-4866-6962 

 土、日、祝  9:00～18:00  無 

 

訪問介護事業所フルライフケア豊中 

 2774008151  561-0883 豊中市岡町南3丁目9番1号 

 （株）フルライフケア  06-6854-8866  06-6854-8867 

 土、日、祝、12/31～1/3  9:00～18:00  無 

南
部
(
庄
内
) 

和音介護サービス事業所 

 2774003434  561-0821 豊中市日出町一丁目2番7号 

 ハーモニー（株）  06-6332-9955  06-6332-2345 

 無休（事務所:日、祝、8/13～16、12/28～1/3）  9:00～18:00  無 

 

アイ・ケア 

 2774004077  561-0822 豊中市三国一丁目8番23-301号 

 （株）アイ・ケア  06-6332-3510  06-6332-3510 

 土、日、12/28～1/4  9:00～17:00  無 

 

ヘルパーステーション大八ケア・ミクニ 

 2774004739  561-0822 豊中市三国二丁目2番18号 

 （株）大八商事  06-6335-0027  06-6335-0028 

 8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  無 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   
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 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

南
部
(
庄
内
) 

介護サービスライフハート 

 2774004697  561-0824 豊中市大島町二丁目13番10号 

 （株）Ｔ＆Ｃ  06-7492-9180  06-6333-2244 

 12/28～1/3  9:00～18:00 
（サービス時間:8:00～18:00）  無 

 

フレンドシップケア 

 2774005330  561-0824 豊中市大島町3-1-31 

 （株）フレンドシップ  06-6842-7688  06-6842-7689 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

ぽっぽ訪問介護事業所 

 2774008011  561-0824 豊中市大島町3丁目2-3 

 Ｐ―ＳＭＩＬＥ（株）  06-6336-1001  06-6336-1002 

 無休 
（事務所:土、日、祝、8/13～16、12/28～1/3）  9:00～20:00  無 

 

しあわせの菜の花畑訪問介護ステーション 

 2774008193  561-0824 豊中市大島町三丁目8番3号 

 （株）日宅  06-6336-1146  06-6336-1147 

 日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00  無 

 

訪問介護サービス淳風とよなか 

 2774003590  561-0825 豊中市二葉町2丁目4番5号 

 （社福）淳風会  06-6335-0766  06-6152-6601 

 12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

豊中ヘルパーステーションたんぽぽ 

 2774005405  561-0826 豊中市島江町二丁目18-1 

 （株）ナカガワ  06-6151-3624  06-6151-3625 

 無休  9:00～18:00  無 

 

あいらんど ケア・ステーション 

 2774007302  561-0827 豊中市大黒町2丁目15番1号 

 （株）山コーポレーション  06-7494-6728  06-7494-6729 

 無休  9:30～17:30  無 
 

訪問介護ステーションばらの宿り 

 2774009043  561-0828 豊中市三和町1丁目3-7 

 （株）ＭＳＣ  06-6336-7789  06-6335-0171 

 ―  ―  無 

 

ニチイケアセンター庄内 

 2774000588  561-0831 豊中市庄内東町一丁目7番10号 ドイビル5階 

 （株）ニチイ学館  06-6335-0355  06-6335-0345 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

（株）コスモホームヘルプサービス 豊中事業所 

 2774001420  561-0831 豊中市庄内東町三丁目8番23号 タナック21 2階 

 （株）コスモホームヘルプサービス  06-6334-1800  06-6334-1811 

 年中無休  平日:9:00～17:40、土曜:9:00～12:20  無 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   
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休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

南
部
(
庄
内
) 

ケア21庄内 

 2774005439  561-0831 豊中市庄内東町1-7-10 庄内ドイビル1F 

 （株）ケア21  06-6335-0121  06-6335-0521 

 無休（事業所:土、日、祝）  9:00～18:00  無 

 

きずなヘルパーステーション 

 2774007757  561-0831 豊中市庄内東町二丁目2番4号 ゼットビル305号室 

 （株）絆  06-6842-7671  06-6842-7672 

 無休  24時間  無 

 

ヘルパーステーションラッキー 

 2774008953  561-0831 豊中市庄内東町1-1-5 トゥリオーニ豊中南307 

 （同）楽喜  06-7165-6805  ― 

 ―  9:00～18:00  無 

 

オリヴィエケアサポート 

 2774009514  561-0831 豊中市庄内東町5丁目8番6号 イーストナイン101 

 セルティーム（同）  06-4980-5256  06-7897-8137 

 ―  ―  ― 

 

ｎａｎａケア 

 2774009548  561-0831 豊中市庄内東町6-13-10 ラボコート201号 

 （同）NaNa Yours Care Station  06-6334-5727  06-6334-5722 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

ゆうゆう介護サービス 

 2774009738  561-0831 豊中市庄内東町2丁目2-4 ゼットビル304 

 北大阪ゆうゆう（株）  06-6152-8125  06-6152-8126 

 ―  ―  ― 

 

ふじくら訪問介護ステーション 

 2774006478  561-0832 豊中市庄内西町3丁目3番6号 ポポロビル3階 

 （同）サポートリング  06-6331-5663  06-7652-6206 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  事業所窓口 :9:00～18:00 
サービス提供可能 :8:00～22:00  ― 

 

介護支援さくら 

 2774006825  561-0832 豊中市庄内西町三丁目10番27号 

 （株）さくら  06-6336-5877  06-6336-5878 

 無休  9:00～18:00（24時間連絡可）  無 

 

（株）至誠介護ステーションハッピーワン 

 2774006858  561-0832 豊中市庄内西町2丁目17-8 102 

 （株）至誠  06-6335-0180  06-6335-0181 

 12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

いろは介護ステーション 

 2774007765  561-0832 豊中市庄内西町1丁目1番19号 

 ステラ（同）  06-7163-8788  06-7163-8788 

 無休（事務所:土、日、12/28午後～1/4）  24時間  無 



 訪問介護（ホームヘルプ） 事業者一覧  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  
 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

南
部
(
庄
内
) 

ヘルパーステーション Cube とよなか 

 2774007823  561-0832 豊中市庄内西町2丁目20番18号 

 （株）メディプラン  06-6335-1780  06-6335-1781 

 無休  9:00～18:00 
（サービス提供時間:0:00～24:00）  無 

 

ヘルパーステーションサンライフ三国 

 2774004663  561-0833 豊中市庄内幸町二丁目14番4号 

 （株）幸彩  06-6334-0115  06-6334-0133 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  8:30～17:30  無 

 

ヘルパーステーションコーケン庄内営業所 

 2774005165  561-0833 豊中市庄内幸町二丁目2番39号 

 （株）光研  06-6336-7788  06-6336-2253 

 土、日、祝、12/29～1/4  9:00～18:00  無 

 

ハピネス・ヘルパーステーション 

 2774007088  561-0833 豊中市庄内幸町3-13-23 

 ハピネス・カーサ（株）  06-7161-7167  06-7173-8359 

 8/13～15、12/30～1/3  6:00～22:00  無 

 

訪問介護あん寿豊中庄内 

 2774007104  561-0833 豊中市庄内幸町三丁目24番4号 プレジャーコートⅢ 103号 

 （株）寿楽  06-6335-7478  06-6335-7479 

 日  9:00～18:00  無 

 

サン庄内ステーション 

 2774008029  561-0833 豊中市庄内幸町三丁目20番5号 メゾンハピネス1階 

 セントラルケア（株）  06-6331-3700  06-6331-7766 

 無休  9:00～18:00  無 

 

あいケアサービス 

 2774008631  561-0833 豊中市庄内幸町四丁目13-Ａ 月光マンション2号室 

 （同）あい  06-6332-0129  06-7181-0481 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:00～17:00  ― 
 

ケアステーションリーフ 

 2774009167  561-0833 豊中市庄内幸町二丁目21番12号 

 （株）Ｌｅａｆ  06-6332-0099  06-7174-2223 

 祝、8/13～15、12/30～1/3  ―  無 

 

ヘルパーステーションここみけあ 

 2774009282  561-0833 豊中市庄内幸町2-16-17 

 （株）心実クリエイト  06-6151-9333  06-6335-5576 

 ―  9:00～18:00  ― 

 

ケアステーションノア 

 2774003236  561-0834 豊中市庄内栄町2丁目2番9号 

 （有）ノアコーポレーション  06-6336-3630  06-6336-3640 

 年末年始  9:00～18:00  無 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 

 

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  通院等乗降介助/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

南
部
(
庄
内
) 

はるはヘルパーステーション 

 2774004440  561-0834 豊中市庄内栄町2丁目14-2 シュシュ703号 

 （株）陽葉  06-6335-5522  06-6335-5523 

 事務所:土、日、8/13～15、12/31～1/3  9:00～18:00  無 

 

（医）啓明会 ヘルパーステーション“一休さん” 

 2774005561  561-0834 豊中市庄内栄町一丁目8番2号 

 （医）啓明会  06-6335-0166  06-6331-3134 

 日、祝、8/13より日祝除く3日間、 
12/31日より日祝除く3日間  9:00～18:00  無 

 

ケアステーションフラミンゴ 

 2774007914  561-0834 豊中市庄内栄町3-9-14 エリエゼル101号室 

 （株）リライト  06-6398-7525  06-6398-7526 

 無休（事務所:土、日、祝、お盆、年末年始）  9:00～20:00  無 

 

訪問介護ＣＬＡＮ豊中 

 2774009118  561-0834 豊中市庄内栄町3丁目11番8号 

 （株）ＣＬＡＮ  06-4867-3410  06-4867-3409 

 ―  9:00～18:00  無 

 

いおりケア 

 2774007179  561-0835 豊中市庄本町一丁目7番26-302号 

 （株）Ｋ・Ｍ・Ｓ  06-6333-1441  06-6333-1441 

 8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00  無 

 

ケアセンターオリーブ豊中 

 2774008987  561-0836 豊中市庄内宝町2丁目2番30号 

 （株）ハイド  06-6335-0080  06-6335-0081 

 日、祝  9:00～18:00  ― 

 

慶生会 庄内ヘルパーステーション 

 2774009381  561-0836 豊中市庄内宝町一丁目4番5号 

 （社福）慶生会  06-4866-5810  06-4866-5952 

 ―  9:00～18:00（提供時間:24時間）  無 
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［自宅で受けるサービス］ 

 訪問入浴介護 ＜要介護１～５の人＞ 

ホームヘルパーと看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴サービスです。 

身体の清潔の保持や心身機能の維持、向上を目的として行います。利用料はサービス

費用の1割、2割または3割です。 

区   分 
サービス費用のめやす 

（１回あたり） 
利用料のめやす 

(１割負担の場合、１回あたり) 

要介護１～要介護５ １３，６５８円 １，３６６円 

 

 

 介護予防訪問入浴介護 ＜要支援１・２の人＞ 

疾病などのやむを得ない理由で入浴の介護が必要な場合、ホームヘルパーと看護師が居宅

を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴サービスです。身体の清潔の保持や心身機能の

維持、向上を目的として行います。利用料はサービス費用の1割、2割または3割です。 

区   分 
サービス費用のめやす 

（１回あたり） 
利用料のめやす 

(１割負担の場合、１回あたり) 

要支援１・要支援２ ９，２３５円 ９２４円 

 

 

 

事業者を選ぶチェック項目 

□ サービス提供内容や職員体制、費用についての説明を十分にしてくれるか。 

□ 決められた時間どおりに職員が来てくれるか。 

□ 主治医（かかりつけ医）との連携体制をとってくれるか。 

□ 事故などの緊急時の対応や連絡先などについてきちんと説明してくれるか。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

→平成30年（2018年）8月から2割
負担の人のうち特に所得の高い人は、
負担割合が3割（保険給付7割）と
なりました。 

 



 訪問入浴介護 事業者一覧  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。  

北
西
部(
柴
原
) 

アースサポート豊中 
 2774004887  560-0021 豊中市本町2丁目4番5号 

 アースサポート（株）  06-6858-5400  06-6858-5401  ○  ○ 

 日、12/30～1/3  8:30～17:30 

 

ニチイケアセンター豊中北 
 2774001438  560-0055 豊中市柴原町三丁目1番24号 北摂測量ビル3階 

 （株）ニチイ学館  06-6848-0772  06-6857-3552  ○  ○ 

 日、12/30～1/3  8:30～17:30 

中
部
(
中
央
) 

エルケア（株）エルケア豊中入浴センター 
 2774006411  561-0883 豊中市岡町南1丁目1番10号 ＴＡＹＡビル2階 

 エルケア（株）  06-6850-1126  06-6855-4602  ○  ○ 

 日  9:00～18:00 

 

パナソニック エイジフリーケアセンター豊中・訪問入浴 
 2774001115  561-0885 豊中市岡町8番11号 シティヒルズウオアサ202号 

 パナソニック エイジフリー（株）  06-6844-0960  06-6844-0961  ○  ○ 

 日、1/1～3  8:30～17:30 

南
部
(
庄
内
) 

アサヒサンクリーン在宅介護センター豊中 
 2774005090  561-0832 豊中市庄内西町二丁目15番8号 グランツ豊中1階 2号室 

 アサヒサンクリーン（株）  06-6151-5118  06-6151-5119  ○  ○ 

 日、12/31～1/3  8:30～17:30（サービス提供時間:8:30～17:30） 
※営業日以外でも必要に応じ体制をとることができるものとする。 



 

― 24 ― 

［自宅で受けるサービス］ 

 訪問看護 ＜要介護１～５の人＞ 

疾患などを抱えている人に対して、医師の指示に基づき看護師などが居宅を訪問して、

療養上の世話や、診療の補助を行います。利用料はサービス費用の1割、2割または3割

です。 

＊早朝、夜間、深夜などの時間帯加算などがあります。 

＜利用時間が30分～1時間未満の場合＞ 

区     分 サービス費用のめやす 
（１回あたり） 

利用料のめやす 
(１割負担の場合、１回あたり) 

要介護１ 
～ 

要介護５ 

訪問看護ステー
ションから派遣 ８，８９９円 ８９０円 

病院または 
診療所から派遣 ６，２１１円 ６２２円 

 

 介護予防訪問看護 ＜要支援１・２の人＞ 

疾患などを抱えている人に対して、医師の指示に基づき看護師などが居宅を訪問して、

介護予防を目的とした療養上の世話や、診療の補助を行います。利用料はサービス費用の

1割、2割または3割です。 

＊早朝、夜間、深夜などの時間帯加算などがあります。 

＜利用時間が30分～1時間未満の場合＞ 

区     分 サービス費用のめやす 
（１回あたり） 

利用料のめやす 
(１割負担の場合、１回あたり) 

要支援１ 
～ 

要支援２ 

訪問看護ステー
ションから派遣 ８，５８５円 ８５９円 

病院または 
診療所から派遣 ５，９８３円 ５９９円 

 

事業者を選ぶチェック項目 

□ サービス提供内容や職員体制、費用についての説明を十分にしてくれるか。 

□ 決められた時間どおりに職員が来てくれるか。 

□ 主治医（かかりつけ医）との連携体制をとってくれるか。 

□ 事故などの緊急時の対応や連絡先などについてきちんと説明してくれるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 訪問看護 事業者一覧  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部(
柴
原
) 

訪問看護ステーションほのか 
 2764090367  560-0004 豊中市少路一丁目3番16号 

 （株）シナジー  06-6152-4177  06-6152-4188  ○  ○ 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～17:00（時間外・休日も緊急対応可） 

 

セコム豊中訪問看護ステーション 
 2764090854  560-0021 豊中市本町1-4-19 レグノツウラ102 

 セコム医療システム（株）  06-6842-4132  06-6842-4131  ○  ― 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

ＧーＮｓ訪問看護事業所 
 2764090961  560-0031 豊中市螢池北町2丁目1番5号 蛍池アーバンライフ104号 

 （株）シンマン  06-6854-5027  06-6854-5028  ―  ― 

 ―  ― 

 

訪問看護ステーションＣＩＬ豊中 
 2764090326  560-0033 豊中市螢池中町二丁目3番1-202号 

 （非営）ＣＩＬ豊中  06-6840-8195  06-6840-8196  ○  ○ 

 日、祝、12/29～1/3 
（ただし、医師の指示等で必要な時は訪問します）  9:00～18:00 

 

虹の里 訪問看護ステーション 
 2764090706  560-0034 豊中市螢池南町2丁目11-8 セントポリア豊中202号 

 （有）佐賀商事  06-4865-3357  06-6843-1529  ○  ○ 

 土、日、祝、12/30～1/4  8:30～17:30 

 

刀根山訪問看護ステーション 
 2764090045  560-0045 豊中市刀根山五丁目1番1号 

 （公財）日本訪問看護財団  06-6853-5231  06-6853-5261  ○  ○ 

 土、日、祝、12/29～1/3（休日対応有）  9:00～17:30 

 

えいらく訪問看護ステーション 
 2764090987  560-0052 豊中市春日町2丁目4番10-202号 

 （株）ケアシーズ  06-6855-5675  06-7507-2638  ○  ○ 

 日、祝  9:30～16:00 
 

（社福）豊中市社会福祉協議会 訪問看護ステーション 
 2764090409  560-0055 豊中市柴原町二丁目1番12号 

 （社福）豊中市社会福祉協議会  06-6850-8478  06-6850-8471  ○  ○ 

 土、日、12/29～1/3  8:45～17:15 

 

訪問看護ステーションはーとふる柴原 
 2764090664  560-0055 豊中市柴原町2丁目6番25号 

 （有）ハートフルケア  06-4865-5101  06-4865-5102  ○  ○ 

 無休  9:00～18:00 

 

もか訪問看護ステーション 
 2764091142  560-0055 豊中市柴原町三丁目11番13号 

 （株）センチュリー  06-7506-5177  06-7506-8106  ―  ― 

 ―  ― 



 訪問看護 事業者一覧  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部(
柴
原
) 

拓海会 訪問看護ステーション 
 2764090532  561-0892 豊中市山ノ上町2番3号 ハイツ中川101 

 （医）拓海会  06-6152-5641  06-6152-5642  ○  ○ 

 土、日、祝、12/29～1/3  8:45～16:45 

北
中
部(
少
路
) 

ももの木訪問看護リハビリステーション 
 2764090730  560-0003 豊中市東豊中町5-36-24-406 

 ライフウェイズ（株）  06-6152-7640  06-6152-7650  ○  ○ 

 土、日、祝、12/30～1/3  8:30～17:00 

 

訪問看護ステーションこころみ豊中 
 2764090813  560-0003 豊中市東豊中町4-3-50-303号 

 （株）メンタル救世主  06-6170-6460  06-6170-6461  ○  ○ 

 日  9:00～18:00 

 

ＬｉＮＫ訪問看護ステーション 
 2764091001  560-0003 豊中市東豊中町5-30-28 ＣｒｉｃｅＮｉｋｋｏ東豊中302 

 （株）ＬｉＮＫ＆ＣＯ  06-4866-5064  06-4866-5065  ○  ○ 

 土、日、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

（有）みらい訪問看護ステーション 
 2764090490  560-0005 豊中市西緑丘三丁目22番20号 

 （有）みらい  06-7173-2620  06-6842-6234  ○  ○ 

 土、日、1/1～3  9:00～18:00 

 

訪問看護ステーション Ｌｉｅｎ 
 2764091092  560-0012 豊中市上野坂一丁目1番3-201号 

 （株）鈴木興業  06-6836-9234  06-6836-9235  ○  ○ 

 ―  9:00～17:00 

北
東
部(
千
里
) 

関西メディカル訪問看護ステーション 
 2764090060  560-0083 豊中市新千里西町1-1-8 6F 

 （社医）純幸会  06-6836-1171  06-6836-1172  ○  ○ 

 年末年始は不定期  9:00～17:00 
 

ハッピーケア豊中 
 2764090862  560-0084 豊中市新千里南町2丁目3番28号 千里ハイツ703号室 

 （株）ライフケア・ビジョン  06-4860-6107  06-4860-6321  ○  ○ 

 無休  9:00～18:00 

 

訪問看護ステーションかんのん 
 2764091035  560-0084 豊中市新千里南町2丁目7番8-201号 

 （株）かんのん  06-6831-5799  06-6170-6711  ○  ― 

 ―  9:00～17:30 

 

訪問看護ステーション メディケア千里 
 2764090565  560-0085 豊中市上新田3丁目2番5-402号 

 （株）ジャパンアウトソーシング  06-6155-7475  06-6155-7479  ○  ○ 

 12/30～1/3  9:00～18:00（緊急時は時間外も可能） 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
東
部(
千
里
) 

訪問看護ステーション虹 
 2764091076  560-0085 豊中市上新田1丁目14番-7 

 （株）虹  06-6170-5778  06-6170-5779  ○  ○ 

 ―  ― 

 

こでまり訪問看護ステーション 
 2764091084  560-0085 豊中市上新田一丁目12番7号 

 （同）こでまり訪問看護ステーション  06-6170-6854  06-6872-5074  ○  ○ 

 土、日、祝、12/29～1/3  ― 

 

訪問看護ステーション 梛 
 2764091118  560-0085 豊中市上新田一丁目12番1号 コアロード桃山台407号室 

 （株）ありがとう  06-6835-0088  06-6835-0088  ○  ○ 

 依頼あれば状況に応じて可能  9:00～17:00 

中
部
(
中
央
) 

あったかリハビリ訪問看護ステーション 
 2764090474  560-0023 豊中市岡上の町3丁目6-12 

 （同）ｆｏｒ ｅａｃｈ ｐｅｒｓｏｎ  06-7161-3628  06-6842-2500  ○  ○ 

 日、祝（電話は平日のみの対応）  9:00～17:00 

 

訪問看護ステーションデューン豊中 
 2764090763  560-0023 豊中市岡上の町4丁目4番5号 田中ビル2階 

 （株）Ｎ・フィールド  06-6398-9861  06-6398-9862  ○  ○ 

 日、12/29～1/3  9:00～18:00 

 

訪問看護ステーションアクア 
 2764090888  560-0024 豊中市末広町2丁目10番6の1号 

 （同）アクアマリン  06-6841-7222  06-6841-7223  ○  ○ 

 土、日、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

ほくせつ医療生活協同組合豊中診療所 
 2714009129  560-0026 豊中市玉井町一丁目10番6号 

 ほくせつ医療（生協）  06-6841-3531  06-6841-3536  ○  ○ 

 日、祝、12/30～1/4  平日:9:00～17:00、土曜:9:00～13:00 
 

もくれん訪問看護ステーション 
 2764090383  560-0026 豊中市玉井町1-3-25 ノエルコート303号 

 （株）こあ  06-6850-8002  06-6850-9002  ○  ○ 

 応相談  9:00～17:00 

 

豊訪問看護リハビリステーション 
 2764090912  560-0026 豊中市玉井町2丁目13番5号 

 サポーターズサポート（株）  06-7173-7052  06-4980-3934  ○  ○ 

 土、日、祝  8:30～17:00 

 

恵ケア訪問看護リハビリステーション 
 2764090938  561-0865 豊中市旭丘1-12-105 

 （株）恵ケアグループ  06-7173-6365  06-4977-0864  ○  ○ 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:00～17:00 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
部
(
中
央
) 

（医）島越内科 
 2714010226  561-0881 豊中市中桜塚二丁目25番9号 

 （医）島越内科  06-6841-1300  06-6843-2183  ○  ○ 

 日、祝、12/31～1/3  9:00～18:00 

 

キボウ豊中訪問看護ステーション 
 2764090441  561-0881 豊中市中桜塚三丁目10番35号 ＢＺ豊中センタービル701号 

 （有）アシスト・ワン  06-6844-1180  06-6840-3866  ○  ○ 

 12/29～1/3  9:00～18:00 

 

なないろ訪問看護ステーション 
 2764090920  561-0881 豊中市中桜塚5丁目7番9号 2F 

 （同）なないろグループ  06-6151-5817  06-6151-5818  ○  ○ 

 祝、12/30～1/4  9:00～18:00 

 

イエナ訪問看護ステーション 
 2764091175  561-0881 豊中市中桜塚四丁目14番13号 

 （株）ｉｅｎａ  06-6842-7425  06-6842-7426  ―  ― 

 ―  ― 

 

アーチ訪問看護ステーション 
 2764090656  561-0885 豊中市岡町2-19 ラクーンドッグ101号室 

 （株）アーチ在宅リハビリテーション研究所  06-6151-5859  06-6151-5869  ○  ○ 

 土、日、12/30～1/3  8:30～17:30 

 

訪問看護ステーション ナーシングトラスト 
 2764090805  561-0893 豊中市宝山町17-1 

 （株）ナーシングトラスト  06-6855-5555  06-6855-5556  ○  ○ 

 土、日、祝  9:00～18:00 

中
東
部(
緑
地
) 

訪問看護ステーションありがとう 
 2764090391  561-0812 豊中市北条町四丁目9番1号 

 （医）石丸眼科  06-6863-7832  06-6863-7853  ○  ○ 

 12/29～1/3  8:30～17:30 
 

訪問看護ステーションかとれや 
 2764090078  561-0814 豊中市豊南町東二丁目6番4号 

 （医）豊済会  06-6332-3861  06-6332-3862  ○  ○ 

 日、祝、12/31～1/3  9:00～17:15 

 

緩訪問看護ステーション 
 2764090995  561-0815 豊中市豊南町南2丁目1番20号 アートコート2階 

 （株）リクリエイト  06-6335-1351  06-6335-1352  ○  ○ 

 日、祝、年末年始  8:30～17:30 

 

ビジョン訪問看護ステーション 
 2764090292  561-0817 豊中市浜3-18-3-1 

 （有）ハッピーライフ  06-6335-2350  06-6335-2351  ○  ○ 

 日、祝、12/29～1/3  9:00～18:00（24時間常時連絡可） 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
東
部(
緑
地
) 

訪問看護ステーション ソルア 
 2764090557  561-0871 豊中市東寺内町14番28-101号 

 （株）ソルア  06-6192-7850  06-6192-7860  ○  ○ 

 土、日、12/31～1/3  9:00～17:00 

 

篤友会 訪問看護ステーション 
 2764090722  561-0871 豊中市東寺内町5-28 加藤マンション201号 

 （医）篤友会  06-6318-9900  06-6318-9910  ○  ○ 

 日、祝、年末年始  9:00～17:00 

 

あいわ訪問看護ステーション 
 2764090433  561-0872 豊中市寺内一丁目1番10号 

 （社福）愛和会  06-6866-2948  06-6866-2950  ○  ○ 

 12/30～1/3  8:30～17:00 

 

緑地公園 訪問看護ステーション 
 2764090508  561-0872 豊中市寺内二丁目11-27 ※サテライトあり 

 （有）Ｍ―ｓｔｙｌｅ  06-6152-7902  06-6152-7903  ○  ○ 

 日  9:00～18:00 

 

訪問看護ステーション メディケアジャパン 豊中 
 2764090748  561-0872 豊中市寺内二丁目3番15号 緑地公園サンプラザビル601号 

 （株）ハピネスＴＫ  06-6864-3455  06-4867-3377  ○  ○ 

 無休 
（事務所:土、日、祝、8/13～15、12/31～1/3）  24時間（転送電話有）、事務所:9:00～18:00 

 

ｌｉｖｉｎｇ訪問看護ステーション 
 2764091027  561-0875 豊中市⾧興寺北3丁目10番17号 ＬａＣＡＳＡ緑地203号 

 （株）Ｔ―ａｌｉｖｅ  06-6151-3956  06-6151-3957  ○  ○ 

 土、日、祝  9:00～17:30 

中
西
部(
服
部
) 

アップル訪問看護ステーション 
 2764091043  561-0801 豊中市曽根西町3-10-1 

 アオキメディカルケア（株）  06-7172-8130  06-7164-9072  ○  ○ 

 無休  9:00～20:00 
 

絆リハビリ訪問看護ステーション 
 2764090516  561-0802 豊中市曽根東町5丁目17-25 シャトル5曽根101号 

 （株）フューチャーコード  06-6152-8406  06-6152-8416  ○  ○ 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～17:30 

 

ループ訪問看護ステーション 
 2764090839  561-0802 豊中市曽根東町2-1-5 ココスビル201号 

 （株）ループ  06-6152-8466  06-6152-8426  ○  ○ 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  8:30～17:30 

 

訪問看護ステーション フィーロ 
 2764091126  561-0802 豊中市曽根東町3丁目5番3号 コマウィング805号室 

 （株）フェリーツェ  06-6151-9347  06-6151-9348  ―  ― 

 ―  ― 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
西
部(
服
部
) 

スギ訪問看護ステーション曽根 
 2764091159  561-0802 豊中市曽根東町五丁目10番地27号 ハイツ曽根東1階 

 （株）スギナーシングケア  06-6867-1061  06-6864-2536  ○  ○ 

 日  9:00～18:00 

 

訪問看護ステーションエバーケア 
 2764090029  561-0803 豊中市城山町一丁目9番1号 

 （社医）北斗会  06-6865-1215  06-6865-1291  ○  ○ 

 日、祝、12/30～1/3  9:00～17:00（24時間常時連絡可） 

 

（医）康生会 豊中平成病院 
 2714011992  561-0807 豊中市原田中一丁目16番18号 

 （医）康生会  06-6841-3262  06-6855-7954  ○  ○ 

 日、祝、12/30～1/3  9:00～17:00 

 

平成豊中訪問看護ステーション 
 2764090607  561-0807 豊中市原田中1-16-35 

 （医）康生会  06-6853-5177  06-6853-5007  ○  ○ 

 日、祝、12/30～1/3  9:00～17:00 

 

巴御前 
 2764090581  561-0846 豊中市利倉東一丁目3番1号 一倫100号室 

 （株）パピルス  06-4866-1008  06-4866-1068  ○  ○ 

 日、祝、8/13～17、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

キラットリハビリ訪問看護ステーション 
 2764090359  561-0851 豊中市服部元町二丁目1番3-201号・301号 

 （株）キラット  06-6863-7522  06-6863-7533  ○  ○ 

 土、日、祝、12/31～1/3  8:45～17:30 

 

ポプラ訪問看護ステーション 
 2764090649  561-0851 豊中市服部元町2丁目6番7号 シニアスクールポプラ服部天神301号 

 ポプラ訪問看護ステーション（株）  06-6151-5165  06-6151-5167  ○  ○ 

 日  9:00～18:00 
 

訪問看護ステーション デューン服部天神 
 2764091167  561-0851 豊中市服部元町2丁目4番19号 パイソビル3階 

 （株）Ｎ・フィールド  06-6842-7991  06-6842-7992  ○  ○ 

 日、12/29～1/3  9:00～18:00 

 

かなめリハビリ訪問看護ステーション 
 2764090979  561-0853 豊中市服部南町2丁目5番7号 

 （株）ジェネラルエイド  06-6842-7058  06-6842-7059  ○  ○ 

 ―  8:45～17:15 

南
部
(
庄
内
) 

訪問看護ステーションＩＹＡＳＡＫＡ 
 2764090946  561-0828 豊中市三和町二丁目2番40号 ＩＹＡＳＡＫＡ豊中 

 （株）ＳＨＩＦＴ  06-6868-9806  06-6868-9806  ○  ― 

 ―  9:00～18:00 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 
 

南
部
(
庄
内
) 

訪問看護ステーションきらり 
 2764090466  561-0829 豊中市千成町三丁目4番1の3号 

 （株）きらら  06-6334-1010  06-6334-1005  ○  ○ 

 1/1～3  9:00～17:00 

 

えがおリハビリ訪問看護ステーション 
 2764090284  561-0832 豊中市庄内西町四丁目10番7号 エスポワール末広1階 

 （株）ヴィーヴル  06-6334-4336  06-6334-4387  ○  ○ 

 土、日、12/30～1/3  9:00～17:00 

 

ヒノデ訪問看護ステーション豊中 
 2764090896  561-0832 豊中市庄内西町2丁目20番18号 

 （株）メディプラン  06-6335-1780  06-6335-1781  ○  ― 

 無休  9:00～17:00 

 

葵訪問看護ステーション 
 2764091068  561-0832 豊中市庄内西町3丁目19番21-201号 

 大阪医療（株）  06-6836-9141  06-6836-9224  ○  ○ 

 ―  9:00～18:00 

 

はちみつ訪問看護ステーション 
 2764091183  561-0832 豊中市庄内西町一丁目1番7号 庄内ビル3階 

 ＡＭＩＣＩＴＩＡ（同）  06-7410-5114  06-7410-5114  ○  ○ 

 ―  9:00～18:00 

 

明石医院訪問看護ステーション 
 2764090797  561-0833 豊中市庄内幸町三丁目15番10号 

 （医）明石医院  06-7172-9657  06-7172-9657  ○  ○ 

 土、日、祝、お盆、年末年始  9:00～18:00 

 

（医）啓明会 訪問看護ステーション“かぐや姫” 
 2764090243  561-0834 豊中市庄内栄町一丁目8番2号 

 （医）啓明会  06-6331-5621  06-6331-0221  ○  ○ 

 日、祝、夏期休暇3日（日、祝は除く）、 
12/31～1/3  9:00～18:00 

 

訪問看護ステーションまこと 
 2764090821  561-0834 豊中市庄内栄町4丁目18-32 

 （株）まこと2560  06-6210-6633  06-6210-6632  ○  ○ 

 日  8:30～17:30 

 

よつば訪問看護ステーション 
 2764091050  561-0834 豊中市庄内栄町四丁目7番14号 2階 

 （株）ＷｅｌｌＢｅ  06-6151-4847  06-6151-4859  ○  ○ 

 土、日、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

合同会社サン 
 2764091019  561-0836 豊中市庄内宝町1丁目1番34-403号 

 （同）サン  06-7182-7075  06-7183-0984  ○  ○ 

 無休  9:00～18:00 
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［自宅で受けるサービス］ 

 訪問リハビリテーション ＜要介護１～５の人＞ 

居宅での生活行為を向上させるために、医師の指示に基づき理学療法士、作業療法士や

言語聴覚士が訪問して、リハビリテーションを行います。利用料はサービス費用の1割、2割

または3割です。 

 

 

 介護予防訪問リハビリテーション ＜要支援１・２の人＞ 

居宅において心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、医師の指示に

基づき理学療法士、作業療法士や言語聴覚士が訪問して、リハビリテーションを行います。

利用料はサービス費用の1割、2割または3割です。 

 

区    分 
サービス費用のめやす 

（１回（20分間）あたり）

利用料のめやす 
（１割負担の場合、 

１回（20分間）あたり） 

基 本 
サービス 

要支援１ 
～ 

要介護５ 
３，２７２円 ３２８円 

 

 

 

事業者を選ぶチェック項目 

□ サービス提供内容や職員体制、費用についての説明を十分にしてくれるか。 

□ 本人の状態や目標に合わせてリハビリテーションの計画を立て、説明を十分にして

くれるか。 

□ 決められた時間どおりに職員が来てくれるか。 

□ 主治医（かかりつけ医）との連携体制をとってくれるか。 

□ 事故などの緊急時の対応や連絡先などについてきちんと説明してくれるか。 

 

 

 
→平成30年（2018年）8月から2割

負担の人のうち特に所得の高い人は、
負担割合が3割（保険給付7割）と
なりました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 訪問リハビリテーション 事業者一覧  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部(
柴
原
) 

（医）アサコクリニックアサコ整形外科・リウマチクリニック 
 2714013089  560-0004 豊中市少路1丁目7番16号 ＭＥＤＩＣＡＬＧＡＴＥ2階 

 （医）アサコクリニック  06-6845-3320  06-6845-3325  ○  ○ 

 水、土午後、日、祝  ― 

 

（医）篤友会 オーガニッククリニック 
 2714013840  560-0021 豊中市本町3丁目1番57-102号 ルミエール豊中1階 

 （医）篤友会  06-6151-5625  06-6151-5614  ○  ○ 

 ―  9:00～17:00 

北
中
部(
少
路
) 

かとう整形在宅クリニック 
 2714012966  560-0011 豊中市上野西3丁目17番2号 

 （医）優仁会  06-4865-8008  06-4865-8007  ○  ○ 

 土、日、祝、ＧＷ、お盆、年末年始  9:30～17:10 

北
東
部(
千
里
) 

（医）藤田整形外科 
 2714012396  560-0082 豊中市新千里東町1丁目2番3号 ザ・千里レジデンス202 

 （医）藤田整形外科  06-6872-2012  06-6872-3763  ○  ○ 

 日、祝  ― 

 

診療所ゆたか 
 2714011224  560-0083 豊中市新千里西町二丁目7番2号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6831-7225  06-6836-1600  ―  ― 

 ―  ― 

 

篤友会リハビリテーションクリニック 
 2714012057  560-0083 豊中市新千里西町二丁目24番18号 ライフ＆シニアハウス千里中央一階 

 （医）篤友会  06-6833-0131  06-6833-0132  ―  ― 

 ―  9:00～17:00 

 

（医）石川会石川整形外科 
 2714013600  560-0084 豊中市新千里南町2丁目7番3号 

 （医）石川会  06-6832-9000  06-6872-2524  ○  ○ 

 ―  13:00～17:00 
 

（医）若葉会 介護老人保健施設わかば 
 2754080097  561-0861 豊中市東泉丘三丁目1番1号 

 （医）若葉会  06-6856-9770  06-6856-9777  ―  ― 

 ―  ― 

中
部
(
中
央
) 

（医）達成会 浅井整形外科クリニック 
 2714013709  560-0023 豊中市岡上の町四丁目1番7号 パヴィヨン豊中1階 

 （医）達成会 浅井整形外科クリニック  06-6841-8854  06-6841-8876  ○  ○ 

 水、土、日、祝（水、土応相談）  12:00～16:00 

 

（医）誠栄会 安藤整形外科クリニック 
 2714010804  560-0026 豊中市玉井町一丁目10番30号 豊中かのうビル2階 

 （医）誠栄会  06-6840-3356  06-6840-4556  ○  ○ 

 日、祝  9:00～12:30、16:00～19:00 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。  

中
部
(
中
央
) 

（医）誠仁会 栗本整形外科 
 2714009749  561-0864 豊中市夕日丘1-1-5 阪急共栄豊中ビル2階 

 （医）誠仁会  06-6846-2567  06-6846-2569  ―  ― 

 ―  13:30～16:00 

 

介護老人保健施設ロココリハ 
 2754080113  561-0893 豊中市宝山町6番7号 

 （医社）創生会  06-6855-2525  06-6855-2567  ○  ○ 

 日、12/31～1/3  9:00～17:00 

中
東
部(
緑
地
) 

（医）桜希会 介護老人保健施設東雄苑豊南 
 2754080089  561-0816 豊中市豊南町西三丁目11番15号 

 （医）桜希会  06-4867-2195  06-4867-2196  ○  ○ 

 日、12/31～1/3  9:30～17:00 

 

介護老人保健施設きんもくせい 
 2754080048  561-0872 豊中市寺内一丁目1番10号 

 （社福）愛和会  06-6866-2941  06-6866-2950  ○  ○ 

 日、12/31～1/3  9:00～17:00 

中
西
部(
服
部
) 

（医）桜希会 介護老人保健施設東雄苑 
 2754080055  561-0804 豊中市曽根南町二丁目11番28号 

 （医）桜希会  06-6867-0866  06-6867-0867  ○  ○ 

 日、12/30～1/4  9:30～17:00 

 

（医）康生会 豊中平成病院 
 2714011992  561-0807 豊中市原田中一丁目16番18号 

 （医）康生会  06-6841-3262  06-6855-7954  ○  ○ 

 日、12/30～1/3  9:00～17:30 

 

（医）三和会 わたなべ医院 
 2714010291  561-0852 豊中市服部本町一丁目7番18号 

 （医）三和会  06-6867-1113  06-6867-1123  ―  ― 

 ―  ― 

南
部
(
庄
内
) 

坂本診療所 
 2714012370  561-0831 豊中市庄内東町2丁目7番13号 

 （医）篤友会  06-6332-0132  06-6332-3586  ―  ― 

 ―  9:00～17:00 

 

（医）啓明会 喜多整形外科 
 2714009046  561-0834 豊中市庄内栄町1-8-3 

 （医）啓明会  06-6331-2768  06-6331-2778  ○  ○ 

 日、祝、夏季休暇、年末年始  9:00～18:00 
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［施設に通って受けるサービス］ 

 通所介護（デイサービス） ＜要介護１～５の人＞ 

利用定員が19名以上の通所介護施設で食事や入浴、健康チェック、機能訓練などの

サービスを日帰りで行います。利用料はサービス費用の1割、2割または3割です。下記利用

料のほかに食事代、おむつ代などがかかります。 

＊利用滞在時間や事業所の規模などにより利用料が変わります。 

＊送迎費用はサービス費用、利用料に含まれています。 

＜通常規模事業所で1日７～８時間利用の場合＞ 

区     分 
サービス費用のめやす 

（１日あたり） 

利用料のめやす 
（１割負担の場合、 

１日あたり） 

基 本 
サ ー ビ ス 

要介護１ ６，９０３円 ６９１円 

要介護２ ８，１４７円 ８１５円 

要介護３ ９，４４３円 ９４５円 

要介護４ １０，７２９円 １，０７３円 

要介護５ １２，０３６円 １，２０４円 

 

●市民税非課税世帯で、収入が一定基準以下などの要件に該当する人は、介護
保険の利用者負担額（食費・居住費などを含む）が軽減される制度があります。
ただし、社会福祉法人のサービスの場合は軽減額を社会福祉法人が負担する
ため、この制度を行っていない場合もあります。 

 

 

 

 
→利用定員18名以下の小規模な通所

介護施設である「地域密着型通所
介護」は地域密着型サービスに掲載
しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→お問合せは、⾧寿安心課 
電話:０６-６８５８-２８５６ 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部
(
柴
原
) 

ニチイケアセンター豊中少路  無 

 2774004580  560-0004 豊中市少路一丁目4番5号 

 （株）ニチイ学館  06-6855-4061  06-6855-4062 

 日、1/1～3  8:30～17:30  30 

 721円 

 

デイサービスセンター アマニカス  ― 

 2774009084  560-0004 豊中市少路1丁目7番18号 アマニカスＢ1Ｆ 

 （医）永仁会  06-6151-5783  06-6856-1381 

 ―  ―  ― 

 ― 

 

アイボリー・デイサービスセンター  有 

 2774002915  560-0021 豊中市本町三丁目1番13号 

 （株）二葉  06-6849-0041  06-4865-3636 

 12/31～1/3  8:30～17:30  40 

 750円 

 

虹の里 デイサービス  無 

 2774008714  560-0034 豊中市螢池南町2丁目11-8 セントポリア豊中1階店舗 

 （有）佐賀商事  06-4865-9588  06-4865-9589 

 12/31～1/3  9:00～18:00  ― 

 朝440円、昼770円、夕660円 ※朝は宿泊利用時のみ 

 

デイサービスセンターウエリスト  有 

 2774003665  560-0035 豊中市箕輪二丁目2番23号 

 （社福）ウエル清光会  06-6840-7830  06-6840-7831 

 日、12/31～1/3  9:00～17:30  25 

 550円+おやつ100円 

 

デイサービスセンターポプラ刀根山  無 

 2774006965  560-0045 豊中市刀根山二丁目1番35号 

 （社福）池田さつき会  06-6841-0045  06-6841-0050 

 日、12/31～1/3  8:45～17:45  ― 

 850円（昼、おやつ代含む） 

 

デイサービス刀根山美豊苑  有 

 2774008367  560-0045 豊中市刀根山6丁目7-12 

 （社福）ウエル清光会  06-6210-6520  06-6210-6526 

 日、12/31～1/3  8:30～17:30  ― 

 600円（おやつ代含む） 

 

Ｄａｙサービス 豊恋想・千里園  無 

 2774008300  560-0046 豊中市千里園1丁目1-5 

 （株）豊恋想  06-4865-6050  06-4865-6051 

 日、12/31～1/3  8:30～17:30  ― 

 730円（おやつ代含む） 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部
(
柴
原
) 

（医）玄智会 デイサービスゆうむ  有 

 2774003251  560-0055 豊中市柴原町一丁目2番12号 ヌーボー柴原1階 

 （医）玄智会  06-6840-7165  06-6840-7166 

 日、12/30～1/3  8:30～17:30  30 

 748円（昼670円、おやつ78円） 

 

デイサービスロ・スカーロしばはら・リボーン  有 

 2774005140  560-0055 豊中市柴原町二丁目7番15号 

 （医）神明会  06-6840-2286  06-6840-0015 

 12/30～1/3  9:00～18:00  30 

 660円 

北
中
部
(
少
路
) 

デイサービスセンター豊泉家北緑丘  有 

 2774001511  560-0001 豊中市北緑丘二丁目9番5号 

 （社福）福祥福祉会  06-6152-1233  06-6152-1211 

 法人カレンダーによる  8:00～17:45  37 

 昼500円～935円（選択制）、おやつ代実費 

 

アクティブライフ豊中  無 

 2774003350  560-0001 豊中市北緑丘二丁目8番7号 

 （株）アクティブライフ  06-6854-4455  06-6854-4454 

 年中無休  9:00～17:30  25 

 750円（おやつ代含む） 

 

健康サロン サンアドバンス緑ヶ丘  有 

 2774007864  560-0001 豊中市北緑丘一丁目4-7 

 サンヨーホームズコミュニティ（株）  06-7506-3450  06-7493-1627 

 土午後、日、12/29～1/4  8:30～17:30  ― 

 食事無 

 

豊中グリーンヒルデイサービスセンター  有 

 2774000406  560-0002 豊中市緑丘三丁目330番地の2 

 （社福）昌壽会  06-6845-6667  06-6845-1516 

 日、1/1～3  9:00～18:00  35 

 612円（おやつ代含む） 

 

ヒューマンライフケア豊中の湯  無 

 2774004994  560-0003 豊中市東豊中町五丁目2番131号 

 ヒューマンライフケア（株）  06-4865-3161  06-4865-3162 

 日、12/29～1/3  9:00～18:00  20 

 650円 

 

ツクイ豊中西緑丘  無 

 2774005306  560-0005 豊中市西緑丘三丁目14番18号 

 （株）ツクイ  06-6858-3286  06-6858-3287 

 無休  8:30～17:30  25 

 日額750円 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
中
部
(
少
路
) 

ビーナスクラブ上野西  無 

 2774006320  560-0011 豊中市上野西一丁目11番36号 

 （株）ビーナス  06-6152-5512  06-6152-5538 

 日、12/30～1/3  8:30～17:30  ― 

 食事無 

 

デイサービスみらい  有 

 2774002675  560-0013 豊中市上野東一丁目3番68号 

 （有）みらい  06-6842-6421  06-6842-6422 

 日、12/31～1/3  8:30～17:30  20 

 600円 

 

デイサービスセンター輝豊苑  無 

 2774005835  560-0013 豊中市上野東二丁目4-47 

 （社福）ウエル清光会  06-6855-0110  06-6855-0220 

 日、12/31～1/3  8:30～18:30  10 

 650円 

 

ビーナスプラス永楽荘  無 

 2774008102  560-0051 豊中市永楽荘3丁目1-53 

 （株）ビーナス  06-6841-7922  06-6841-7968 

 日、12/31～1/2  8:30～17:30  ― 

 食事無、飲料代50円 

北
東
部
(
千
里
) 

デイサービスセンターアリス千里  有 

 2774001305  560-0081 豊中市新千里北町一丁目18番2号 

 （社福）豊中ファミリー  06-6155-0030  06-6835-7373 

 日、12/30～1/3  8:30～17:30  35 

 日額600円（おやつ代含む） 

 

豊寿荘デイサービスセンター「ゆたか」  有 

 2774003319  560-0083 豊中市新千里西町二丁目7番2号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6836-5688  06-6833-0574 

 1/1～3  9:00～17:00  35 

 昼560円、おやつ100円 

 

関西メディカルリハ倶楽部  無 

 2774007930  560-0083 豊中市新千里西町1丁目1番7の2号 ウィステリア千里中央11階 

 （社医）純幸会  06-6836-1168  06-6836-1168 

 日、祝、12/31～1/3（祝日営業の場合あり）  8:30～17:00  ― 

 食事無、おやつ102円 

 

デイサービスセンター豊泉家桃山台  有 

 2774003616  560-0085 豊中市上新田三丁目10番36号 

 （社福）福祥福祉会  06-6873-6543  06-6873-0175 

 法人カレンダーによる  8:45～17:45  25 

 500～935円 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
東
部
(
千
里
) 

カルチャーＢＥＮＥＣＴ（ベネクト）デイサービス  無 

 2774009316  560-0085 豊中市上新田4丁目16-8 

 （株）ＢＥＮＥＣＴ  06-6836-6661  06-6836-6662 

 土、日、12/30～1/3  8:30～17:30  ― 

 食事提供なし 

 

デイサービス夢楽 桃山台  無 

 2774008185  561-0861 豊中市東泉丘3丁目3-20 

 （株）我喜大笑  06-6151-3039  06-6151-3029 

 日、12/29～1/3  8:30～17:30  ― 

 700円 

 

デイサービス笑楽緑地公園  無 

 2774004705  561-0862 豊中市西泉丘三丁目7番1号 F3番館クリニックビル3F 

 （株）ビオネスト  06-6865-1555  06-6865-1666 

 無休  8:30～20:30  45 

 日額310円 

中
部
(
中
央
) 

デイサービス ソラストさくらもち  有 

 2774009415  560-0016 豊中市栗ケ丘町9番地64号 

 （株）ソラスト  06-6844-6601  06-6844-6602 

 日、1/1～3  8:45～17:00  ― 

 510円、おやつ100円 

 

かがやきデイサービス豊中  無 

 2774007971  560-0023 豊中市岡上の町1丁目6番26号 

 （株）やまねメディカル  06-4867-4510  06-4867-4545 

 日、1/1  9:00～17:30  ― 

 648円（税込） 

 

チャームデイサービスセンター豊中旭ヶ丘  無 

 2774004549  561-0865 豊中市旭丘1番13号 

 （株）チャーム・ケア・コーポレーション  06-7652-6380  06-6841-9131 

 日  8:30～17:30  23 

 日額669円 

 

ＯＲＲＥＳデイサービス豊中  無 

 2774009233  561-0881 豊中市中桜塚3丁目7番9号 チェリーコート1階 

 （株）ＯＲＲＥＳ  06-6841-1771  06-6841-1772 

 日、12/30～1/3  8:30～17:30  ― 

 1食700円（おやつ代含む） 

 

デイサービス ソラスト豊中  無 

 2774005538  561-0882 豊中市南桜塚二丁目6番30号 カワサキビル1階,2階 

 （株）ソラスト  06-6152-0125  06-6152-0126 

 日、1/1～3  8:30～17:30  20 

 日額600円、おやつ100円 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
部
(
中
央
) 

スマイルデイサービス  無 

 2774008862  561-0885 豊中市岡町10番3号 

 （株）ＳＭＩＬＥ  06-6151-4637  06-6151-4646 

 12/30～1/3  9:00～17:30  ― 

 700円 

 

ロココ豊中老人デイサービスセンター  有 

 2774003525  561-0893 豊中市宝山町7番8号 

 （社福）甲有会  06-6858-1061  06-6858-1062 

 土、日、年末年始  8:30～17:30 
（延⾧体制:18:00～21:00）  35 

 日額714円、おやつ110円 

中
東
部
(
緑
地
) 

葵 緑地公園デイサービス  無 

 2774007898  561-0811 豊中市若竹町2丁目5番5号 

 （株）アイＣ・ライフ  06-6152-5634  06-6152-5643 

 日、12/30～1/3  8:30～17:30  ― 

 670円 

 

幸楽の里豊中北条デイサービスセンター  無 

 2774003855  561-0812 豊中市北条町四丁目9番5号 

 （医）敬英会  06-6867-5550  06-6867-5525 

 日  8:00～17:30  20 

 544円（おやつ代含む） 

 

高川デイサービスセンター「ひだまり」  有 

 2774008888  561-0814 豊中市豊南町東1丁目1番2号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6335-1013  06-6335-1014 

 日、1/1～3  8:45～17:30  ― 

 昼600円、おやつ100円 

 

慶生会 リハｂｙデイ豊南  無 

 2774009647  561-0814 豊中市豊南町東二丁目10番1号 

 （社福）慶生会  06-6335-0295  06-6335-0299 

 土、日、12/31～1/3  8:30～17:30  ― 

 650円 

 

恵デイサービスセンター豊南町店  無 

 2774009092  561-0815 豊中市豊南町南3丁目1番12号 ドラゴンビル1階 

 （株）恵ケアグループ  06-6151-5200  06-6151-5201 

 土、日、祝、夏期、年末年始  ―  ― 

 600円 

 

豊中あいわ苑デイサービスセンター  無 

 2774001883  561-0872 豊中市寺内一丁目1番10号 

 （社福）愛和会  06-6866-2942  06-6866-2950 

 12/31～1/3  8:30～17:00  45 

 730円（おやつ代含む） 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
東
部
(
緑
地
) 

リラクゼーションデイ～癒し～ 緑地公園  無 

 2774007492  561-0872 豊中市寺内二丁目8番3-102号 

 （株）クリア  06-6862-2066  06-6862-2068 

 日、12/30～1/3  9:00～18:00  ― 

 昼600円（税別）、おやつ100円（税別） 

 

デイサービス エベッサ南桜塚  ― 

 2774009787  561-0882 豊中市南桜塚4丁目9番18号 

 （株）エベッサ・ケア・スタイル  06-6152-7137  06-6152-7138 

 ―  ―  ― 

 ― 

中
西
部
(
服
部
) 

中央介護センターサン曽根デイサービス  無 

 2774006270  561-0804 豊中市曽根南町2丁目11番35号 

 大阪中央警備保障（株）  06-6863-1001  06-6863-1002 

 日  8:00～17:30  ― 

 650円 

 

原田デイサービスセンター「ねいろ」  無 

 2774007849  561-0808 豊中市原田元町3丁目13番1号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6845-8485  06-6845-8481 

 日、1/1～3  9:00～17:45  ― 

 日額700円（おやつ代含む） 

 

アーチデイサービス  ― 

 2774009480  561-0808 豊中市原田元町1-4-3 宏栄ハイツ 

 （株）アーチ在宅リハビリテーション研究所  06-6868-9276  06-6868-9277 

 ―  8:30～17:30  ― 

 ― 

 

ヒューマンライフケア利倉  無 

 2774005447  561-0844 豊中市利倉西二丁目9-7 カーサエクセレント1階 

 ヒューマンライフケア（株）  06-6867-1357  06-4866-0320 

 日、年末年始  8:30～17:30  ― 

 700円 

 

デイサービスセンター利倉清豊苑  有 

 2774008235  561-0845 豊中市利倉三丁目4番19号 

 （社福）ウエル清光会  06-6210-6587  06-6210-6586 

 日、12/31～1/3  8:30～17:30  ― 

 日額700円 

 

パピルス利倉  無 

 2774005223  561-0846 豊中市利倉東一丁目6番68号 

 （株）パピルス  06-6866-1124  06-6866-1134 

 日、12/30～1/3  9:00～18:00  30 

 600円 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
西
部
(
服
部
) 

パピルスリハビリデイサービス  ― 

 2774009357  561-0846 豊中市利倉東一丁目6番67号 

 （株）パピルス  06-6863-1124  06-6863-1127 

 日、12/30～1/3  9:00～18:00  ― 

 600円（税込） 

 

シニアスクールポプラ服部天神  無 

 2774007021  561-0851 豊中市服部元町2丁目6番7号 

 （社福）池田さつき会  06-6151-2845  06-6867-0301 

 日、12/31～1/3  8:45～17:45  ― 

 日額650円 

 

服部デイサービスセンター「かなで」  無 

 2774007831  561-0852 豊中市服部本町5丁目2番8号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-4866-1180  06-4866-1182 

 日、1/1～3  9:00～17:45  ― 

 日額700円（おやつ代含む） 

 

デイサービスどれみ  無 

 2774006940  561-0853 豊中市服部南町3丁目4番11号 

 （株）ユミコーポレーション  06-6865-1138  06-6865-1137 

 日、12/30～1/3  9:00～17:30  ― 

 日額:昼520円、おやつ50円 

 

デイサービスセンター ねこのて  無 

 2774006429  561-0854 豊中市稲津町一丁目1番13号 

 （株）丸和  06-6865-2802  06-6865-2803 

 日、年末年始  9:00～18:00  ― 

 600円（食費450円、日常生活費150円） 

 

デイサービス リスパ・ねこのゆ  無 

 2774008334  561-0854 豊中市稲津町一丁目1番13-101号 

 （株）丸和  06-6865-6501  06-6865-6502 

 日、年末年始  9:00～18:00  ― 

 食事無 

 

ほづみデイサービスセンター  有 

 2774000679  561-0856 豊中市穂積一丁目9番1号 

 （社福）昌壽会  06-6866-1125  06-6866-1060 

 日  8:30～17:30  35 

 日額640円 

 

ポシブル豊中  無 

 2774006601  561-0858 豊中市服部西町3-15-10 

 ポシブル医科学（株）  06-6867-6165  06-6867-6170 

 日、8/13～15、12/30～1/3  8:30～17:30  ― 

 ― 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  定員/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 
 

中
西
部
(
服
部
) 

ケアライフ菜の花  無 

 2774003509  561-0859 豊中市服部豊町1丁目4番7号 

 （株）ケアライフ  06-6866-1230  06-6809-6066 

 日、12/30～1/3  8:30～17:30 
（サービス提供時間:9:00～17:00）  ― 

 640円（昼、3時のおやつ、飲み物） 

 

Ｄａｙサービス 豊恋想・服部  無 

 2774009761  561-0859 豊中市服部豊町1丁目13-3 

 （株）豊恋想  06-6868-5551  06-6868-5550 

 12/31～1/3  8:30～17:30  ― 

 昼550円、おやつ180円 

 

ナッセリハプラス  無 

 2774009134  561-0894 豊中市勝部1丁目86-1 

 （株）ナッセ  06-4865-3051  06-4865-3052 

 日、12/30～1/3  8:30～17:00  ― 

 750円（おやつ代含む）※フリードリンク 

南
部
(
庄
内
) 

デイサービスセンターポプラ豊中南  無 

 2774005066  561-0824 豊中市大島町一丁目3番5号 

 （社福）池田さつき会  06-6331-8000  06-6331-8080 

 日、12/31～1/3  8:45～17:45  25 

 650円 

 

淳風とよなかデイサービスセンター  有 

 2774001081  561-0825 豊中市二葉町二丁目4番5号 

 （社福）淳風会  06-6335-0822  06-6335-0786 

 日、12/30～1/3  9:00～18:00  29 

 日額600円（おやつ100円含む） 

 

（医）啓明会 デイサービスセンター“金太郎”  有 

 2774001248  561-0828 豊中市三和町三丁目6番10号 

 （医）啓明会  06-6335-6981  06-6335-6983 

 日、年末年始、その他事情により  8:30～17:30  ― 

 600円 

 

すぷらうつ豊中  無 

 2774007807  561-0832 豊中市庄内西町2丁目20番18号 

 （株）メディプラン  06-6335-1782  06-6335-1781 

 月午前、金午後  9:00～18:00  ― 

 640円 

 

清揚苑 デイサービスセンター  有 

 2774009407  561-0836 豊中市庄内宝町一丁目4番5号 

 （社福）慶生会  06-4866-5951  06-4866-5952 

 日、12/31～1/3  8:30～17:30  ― 

 560円 
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［施設に通って受けるサービス］ 

 通所リハビリテーション（デイケア） ＜要介護１～５の人＞ 

介護老人保健施設や医療機関などで、医師の指示などに基づき、理学療法士、作業

療法士や言語聴覚士などが、その人の目標に合わせたリハビリテーション、食事、入浴などの

サービスを日帰りで行います。利用料はサービス費用の1割、2割または3割です。下記利用

料のほかに食事代、おむつ代などがかかります。 

＊利用滞在時間などにより加算等があります。 

＊送迎費用はサービス費用、利用料に含まれています。 

 

＜通常規模事業所で1日６～７時間利用の場合＞ 

区     分 
サービス費用のめやす 

（１日あたり） 

利用料のめやす 
（１割負担の場合、 

１日あたり） 

基 本 
サ ー ビ ス 

要介護１ ７，５６８円 ７５７円 

要介護２ ８，９９７円 ９００円 

要介護３ １０，３８２円 １，０３９円 

要介護４ １２，０３５円 １，２０４円 

要介護５ １３，６５５円 １，３６６円 

 

 

 

事業者を選ぶチェック項目 

□ サービス提供内容や職員体制、費用についての説明を十分にしてくれるか。 

□ 本人の状態や目標に合わせてリハビリテーションの計画を立て、説明を十分にして

くれるか（一日のスケジュールに無理がないか）。 

□ 送迎の時間に遅れることがないか。 

□ 事故などの緊急時の対応や連絡先などについてきちんと説明してくれるか。 
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 介護予防通所リハビリテーション（デイケア）＜要支援１・２の人＞ 

介護老人保健施設や医療機関などで、医師の指示などに基づき、理学療法士、作業

療法士や言語聴覚士などが、その人の目標に合わせたリハビリテーション、食事、入浴などの

サービスを日帰りで行うほか、利用者の希望によりその人の目標に合わせた選択的サービス

（運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上）を提供します。利用料はサービス

費用の1割、2割または3割で月額定額制です。下記利用料のほかに食事代、おむつ代

などがかかります。 

＊送迎、入浴費用はサービス費用、利用料に含まれています。 

 

区     分 
サービス費用のめやす 
（１か月あたり） 

利用料のめやす 
（１割負担の場合、 

１か月あたり） 

基 本 
サ ー ビ ス 

要支援１ ２１，８８４円 ２，１８９円 

要支援２ ４２，６２９円 ４，２６３円 

複数の選択的サービスを利用した場合、それぞれの利用料が変わる場合があります。 

 

 

 

事業者を選ぶチェック項目 

□ サービス提供内容や職員体制、費用についての説明を十分にしてくれるか。 

□ 本人の状態や目標に合わせてリハビリテーションの計画を立て、説明を十分にしてく

れるか（一日のスケジュールに無理がないか）。 

□ 送迎の時間に遅れることがないか。 

□ 事故などの緊急時の対応や連絡先などについてきちんと説明してくれるか。 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部
(
柴
原
) 

（医）アサコクリニックアサコ整形外科・リウマチクリニック  無 

 2714013089  560-0004 豊中市少路1丁目7番16号 ＭＥＤＩＣＡＬＧＡＴＥ2階 

 （医）アサコクリニック  06-6845-3320  06-6845-3325  ○  ○ 

 日、祝、12/30～1/3  9:00～12:00、16:30～19:30（水、土は午前中のみ） 

 食事無 

 

（医）篤友会 オーガニッククリニック  ― 

 2714013840  560-0021 豊中市本町3丁目1番57-102号 ルミエール豊中1階 

 （医）篤友会  06-6151-5613  06-6151-5614  ―  ― 

 ―  ― 

 ― 

 

介護老人保健施設すずらん  有 

 2754080030  560-0021 豊中市本町三丁目1番7号 

 （医）豊成会  06-6842-1165  06-6842-1005  ○  ○ 

 日、祝、12/30～1/3  9:00～17:00 

 620円 

 

（医）敬仁会 辺見クリニック  無 

 2714006554  560-0031 豊中市螢池北町1-2-6 

 （医）敬仁会 辺見クリニック  06-6843-1287  06-6843-8368  ―  ― 

 ―  ― 

 ― 

 

介護老人保健施設かがやき  無 

 2754080121  560-0044 豊中市刀根山元町5番60号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6850-3400  06-6850-9700  ○  ○ 

 日、12/31～1/3  8:45～17:30 

 612円（おやつ100円含む） 

北
中
部
(
少
路
) 

かとう整形在宅クリニックデイケアセンター  無 

 2714012966  560-0011 豊中市上野西3丁目17番2号 

 （医）優仁会  06-4865-8008  06-4865-8007  ○  ○ 

 土、日、祝、ＧＷ、お盆、年末年始  9:00～17:00 

 食事無 

北
東
部
(
千
里
) 

（医）藤田整形外科  無 

 2714012396  560-0082 豊中市新千里東町1丁目2番3号 ザ・千里レジデンス202 

 （医）藤田整形外科  06-6872-2012  06-6872-3763  ○  ○ 

 ―  月・火・木・金 :9:00～12:00・16:00～19:00 
水・土 :9:00～12:00 

 ― 

 

篤友会 リハビリテーションクリニック  ― 

 2714012057  560-0083 豊中市新千里西町二丁目24番18号 ライフ＆シニアハウス千里中央一階 

 （医）篤友会  06-6833-0131  06-6833-0132  ―  ― 

 ―  ― 

 ― 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
東
部
(
千
里
) 

（医）石川会 石川整形外科  無 

 2714013600  560-0084 豊中市新千里南町2丁目7番3号 

 （医）石川会  06-6832-9000  06-6872-2524  ○  ○ 

 日、祝、木・土午後、夏期・冬期休診日  9:00～13:00、 14:00～18:00 

 0円 

 

（医）若葉会 介護老人保健施設わかば  有 

 2754080097  561-0861 豊中市東泉丘三丁目1番1号 

 （医）若葉会  06-6856-9770  06-6856-9777  ○  ○ 

 日、12/30～1/3  9:30～16:30 

 700円（おやつ代含む） 

中
部
(
中
央
) 

（医）豊成会 豊中脳神経外科クリニック  無 

 2714009525  560-0023 豊中市岡上の町四丁目3番17号 

 （医）豊成会  06-6843-9911  06-6843-9977  ○  ○ 

 土、日、祝、お盆、12/29～1/4  9:00～16:00 

 628円 

 

（医）達成会 浅井整形外科クリニック  無 

 2714013709  560-0023 豊中市岡上の町四丁目1番7号 パヴィヨン豊中1階 

 （医）達成会  06-6841-8854  06-6841-8876  ○  ○ 

 日、祝  月・火・木・金 :9:00～12:00・14:00～19:00 
水・土 :9:00～12:00 

 食事無 

 

（医）誠栄会 安藤整形外科クリニック  無 

 2714010804  560-0026 豊中市玉井町一丁目10番30号 豊中かのうビル2階 

 （医）誠栄会  06-6840-3356  06-6840-4556  ○  ○ 

 日、祝  9:00～12:30、16:00～19:00 

 ― 

 

豊中診療所デイケアセンター  有 

 2774000489  560-0026 豊中市玉井町一丁目10番6号 

 ほくせつ医療（生協）  06-6853-2200  06-6841-4022  ○  ○ 

 日、祝、お盆近くの土日を含み3連休、12/30～1/4  平日:8:30～16:30、土曜:8:30～12:30 

 日額600円 

 

（医）誠仁会 栗本整形外科  無 

 2714009749  561-0864 豊中市夕日丘1-1-5 阪急共栄豊中ビル2階 

 （医）誠仁会 理事⾧栗本一孝  06-6846-2567  06-6846-2569  ○  ○ 

 日、祝  9:00～12:00 

 提供なし 

 

（医）島越内科通所リハビリーテーション  無 

 2714010226  561-0881 豊中市中桜塚二丁目25番9号 

 （医）島越内科  06-6841-1300  06-6843-2183  ○  ○ 

 日、祝、年末年始  9:00～18:00 

 600円 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
部
(
中
央
) 

（医）南谷継風会 南谷クリニック  無 

 2714009145  561-0884 豊中市岡町北一丁目2番4号 

 （医）南谷継風会  06-6152-8666  06-7732-3705  ○  ○ 

 第4木、金午後、日、祝  9:00～17:00 

 食事無 

 

介護老人保健施設ロココリハ  有 

 2754080113  561-0893 豊中市宝山町6番7号 

 （医社）創生会  06-6855-2526  06-6855-2567  ○  ○ 

 日、年末年始の休業日については事前に連絡  9:00～16:00 

 昼714円 

中
東
部
(
緑
地
) 

介護老人保健施設やすらぎ  無 

 2754080014  561-0814 豊中市豊南町東二丁目6番4号 

 （医）豊済会  06-6332-8000  06-6332-8111  ○  ○ 

 日、12/31～1/3  9:00～16:30（一部の方:20:00） 

 550円（おやつ100円含む、別途夕600円） 

 

（医）桜希会 介護老人保健施設東雄苑豊南  有 

 2754080089  561-0816 豊中市豊南町西三丁目11番15号 

 （医）桜希会  06-4867-2195  06-4867-2196  ○  ○ 

 日、祝、12/31～1/3  9:30～16:00 

 日額545円 

 

介護老人保健施設きんもくせい  有 

 2754080048  561-0872 豊中市寺内一丁目1番10号 

 （社福）愛和会  06-6866-2941  06-6866-2950  ○  ○ 

 12/31～1/3  9:00～16:00 

 730円（昼630円、おやつ100円） 

中
西
部
(
服
部
) 

小西病院通所リハビリテーション  有 

 2714010721  561-0802 豊中市曽根東町二丁目9番14号 

 （医）藏春堂  06-6862-0176  06-6864-2220  ○  ○ 

 日、12/31～1/3  9:30～16:30 

 600円 

 

（医）桜希会 介護老人保健施設東雄苑  有 

 2754080055  561-0804 豊中市曽根南町二丁目11番28号 

 （医）桜希会  06-6867-0866  06-6867-0867  ○  ○ 

 日、12/31～1/3  9:30～16:30 

 617円 

 

（医）康生会 豊中平成病院  有 

 2714011992  561-0807 豊中市原田中一丁目16番18号 

 （医）康生会  06-6841-3262  06-6855-7954  ○  ○ 

 日、12/29～1/3  9:00～17:30 

 日額350円 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

休日/  営業時間/  

食費/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。  

中
西
部
(
服
部
) 

（医）三和会 わたなべ医院  有 

 2714010291  561-0852 豊中市服部本町一丁目7番18号 

 （医）三和会  06-6867-0055  06-6867-0155  ○  ○ 

 日、祝、夏季休業、冬季休業  平日:8:45～17:00、土曜:8:45～14:30 

 550円 

南
部
(
庄
内
) 

（医）高尾医院  ― 

 2714009053  561-0824 豊中市大島町2-2-22 

 （医）高尾医院  06-6334-0288  06-6334-7123  ―  ― 

 ―  ― 

 ― 

 

介護老人保健施設「二葉園」  有 

 2754080063  561-0825 豊中市二葉町二丁目5番3号 

 （社福）日光会  06-6335-2366  06-6331-3323  ○  ○ 

 12/31～1/3  9:00～17:30 

 昼630円、おやつ80円 

 

（医）明石医院通所リハビリテーション  無 

 2714008089  561-0833 豊中市庄内幸町3-18-21 

 （医）明石医院  06-6151-3737  06-6151-3737  ○  ○ 

 木、土の午後、日、祝  8:30～11:45、13:30～16:45 

 食事無 

 

（医）啓明会 喜多整形外科  ― 

 2714009046  561-0834 豊中市庄内栄町一丁目8番3号 

 （医）啓明会  06-6331-2768  06-6331-2778  ○  ○ 

 日、祝、夏季休暇、年末年始  9:00～18:00 

 ― 
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［生活・介護環境を整えるサービス（自宅で受けるサービス）］ 

 福祉用具貸与 ＜要介護１～５の人＞ 

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。利用料はサービス費用の1割、

2割または3割です。 

 

 

 介護予防福祉用具貸与 ＜要支援１・２の人＞ 

福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与します。利用料はサービス費用の1割、

2割または3割です。 

 

区     分 貸与対象品目 

要支援１～要介護５ 
 
 
※印の品目は、原則要介護２～５の
人が保険給付の対象になります。 
 
◎印の品目は、原則要介護４・要
介護５の人が保険給付の対象になり
ます。 
 
介護度が対象でない場合においても、
必要と認められる場合には例外的に
貸与されることがあります。 

手すり（工事をともなわないもの） 
スロープ（工事をともなわないもの） 
歩行器 
歩行補助つえ 
※車いす 
※車いす付属品 
※特殊寝台 
※特殊寝台付属品 
※床ずれ防止用具 
※体位変換器 
※認知症老人徘徊感知機器 
※移動用リフト（つり具を除く） 
◎自動排泄処理装置（交換可能部品を除く） 

 

＊事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。 
福祉用具を利用するときは、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に必ず相談
してアドバイスを受けましょう。 

 

 

事業者を選ぶチェック項目 

□ いくつかの用具を提示し、用途や費用の説明を十分にしてくれるか。 

□ 故障時などアフターケアの対応をきちんとしてくれるか。 

□ どのような用具が必要か専門的な相談にのってくれるか。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 福祉用具貸与 事業者一覧  
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部(
柴
原
) 

プラスワンケアサポート（株）豊中支店 
 2774000067  560-0021 豊中市本町一丁目5番8号 高山第1ビル4階 

 プラスワンケアサポート（株）  06-6840-1100  06-6840-1117 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

サン介護サービス 
 2774002543  560-0032 豊中市螢池東町一丁目1番22号 ディアハイム205号室 

 （有）ダイトク  06-6840-3633  06-6840-3623 

 12/30～1/3  9:00～18:00 

 

あいびー（株） 
 2774006833  560-0032 豊中市螢池東町1-6-6＆Ｔ蛍池ビル401 

 あいびー（株）  06-6855-8550  06-6855-8551 

 土、日、祝、8/15、12/30～1/3  9:00～17:00 

 

ＷＯＯＤ ＳＴＯＣＫ 
 2774002493  560-0035 豊中市箕輪二丁目11番11号 

 （有）居宅介護支援事務所ＦＯＲ ＹＯＵ  06-6850-2220  06-6850-8822 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～17:00 

 

ニチイケアセンター柴原 
 2774002469  560-0055 豊中市柴原町三丁目1番24号 北摂測量ビル1階 

 （株）ニチイ学館  06-6842-1295  06-6846-1298 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

綜合メディカル（株）豊中営業所 
 2774009720  561-0892 豊中市山ノ上町8-10 

 綜合メディカル（株）  06-4865-3077  06-4865-3087 

 12/29～1/4  9:00～17:45 

北
中
部(
少
路
) 

（有）サンメディカル 
 2774000158  560-0012 豊中市上野坂一丁目1番12号 

 （有）サンメディカル  06-6848-0294  06-6848-0295 

 日、祝、12/30～1/3  平日:9:00～17:30、土曜:9:00～15:00 
 

スワン（株） 
 2774009563  560-0013 豊中市上野東3丁目18番13号 フレスデザイン第7ビル305号 

 スワン（株）  06-7777-0315  06-7777-0315 

 ―  ― 

 

ユニバーサルデザイナーズ 
 2774002238  560-0053 豊中市向丘三丁目13番11号 

 （有）ユニバーサルデザイナーズ  06-6854-7554  06-6854-7563 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00 

北
東
部(
千
里
) 

（株）ウラノ福祉用具事業部Ｍｅｉｓｔｅｒ 
 2774003731  560-0084 豊中市新千里南町3-1-24 桃山台グリーピア1F 

 （株）ウラノ  06-6155-4800  06-6155-6777 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
東
部(
千
里
) 

福祉用具きらぼし 千里中央店 
 2774008532  560-0085 豊中市上新田二丁目17番1号 

 （社福）瑞兆会  06-6835-6677  06-6835-6688 

 土、日、12/31～1/3  9:00～18:00 

中
部
(
中
央
) 

福祉用具サービス 涼風 
 2774009621  560-0014 豊中市熊野町4-12-23-105号室 

 （株）アースマインド  06-7171-2008  06-7171-5887 

 ―  ― 

 

こむ 
 2774009324  560-0022 豊中市北桜塚二丁目14番1号 

 （有）ホクセツプレイス  06-7165-6765  06-7163-7823 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

（株）ゴトウ・アズ・プランニング豊中営業所 
 2774004879  560-0024 豊中市末広町二丁目10番18号 

 （株）ゴトウ・アズ・プランニング  0120-810-510  0120-07-5103 

 1/1～3  9:00～18:00 

 

福祉用具恵ケア 
 2774008292  561-0865 豊中市旭丘1-12-105 

 （株）恵ケアグループ  06-7173-6365  06-4977-0864 

 土、日、祝、GW、8/13～15、12/30～1/3  9:00～17:00 

 

介護用品カワバタ（株） 
 2774003632  561-0881 豊中市中桜塚二丁目27番3号 

 介護用品カワバタ（株）  06-6857-0309  06-6857-0309 

 木  10:00～19:00 

 

福祉用具ユミケア 
 2774004184  561-0881 豊中市中桜塚2丁目21-7 5F 

 （株）ユミコーポレーション  06-4867-3741  06-4867-3736 

 土、日、祝、12/30～1/3  8:30～17:30 
 

（株）みちはうす 
 2774005801  561-0881 豊中市中桜塚4丁目7-8 カビーナ中桜塚1階 

 （株）みちはうす  06-6152-2222  06-6152-3333 

 木、5/3～5、8/13～15、12/29～1/4  平日:9:00～17:00、土曜:9:00～17:00 
日、祝:9:00～15:00 

中
東
部(
緑
地
) 

パナソニック エイジフリーショップ大阪北 
 2774007872  561-0811 豊中市若竹町1-9-6 

 パナソニック エイジフリー（株）  06-6333-2414  06-6333-2464 

 日、祝、8/12～16、12/29～1/4  8:45～17:45 

 

ビジョンサポート 
 2774009068  561-0817 豊中市浜3-18-3-1 

 （有）ハッピーライフ  06-6335-2350  06-6335-2351 

 日、祝、12/31～1/3  9:00～18:00 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
東
部(
緑
地
) 

介護パートナーあい愛 
 2774001560  561-0875 豊中市⾧興寺北三丁目13番22号 

 （株）エム・アイ  06-6152-0080  06-6152-0333 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00 

中
西
部(
服
部
) 

中央介護センターサン 
 2774006817  561-0804 豊中市曽根南町2-10-17-203 

 大阪中央警備保障（株）  06-6865-7501  06-6865-7502 

 土、日  9:00～18:00 

 

レンタルポプラ 
 2774009639  561-0851 豊中市服部元町1丁目3番15号 Ｌｅｉｗａ服部天神601号 

 （株）ポプラコーポレーション  06-6151-2670  06-6151-2781 

 ―  9:00～18:00 

 

まるわ 
 2774008524  561-0854 豊中市稲津町1丁目1番13号 増田ビル2階 

 （株）丸和  06-6862-2810  06-6862-2801 

 土、日、祝、12/29～1/3  9:00～18:00 

 

（有）トーヤン 
 2774002592  561-0858 豊中市服部西町二丁目2番21号 

 （有）トーヤン  06-6863-0002  06-6863-0003 

 日、祝、お盆、年末年始  平日:9:00～18:00、土曜:9:00～12:00 

 

弁慶 
 2774003079  561-0858 豊中市服部西町二丁目5番15号 

 （株）パピルス  06-4866-1124  06-4866-1114 

 8/13～17、12/30～1/3  平日:9:00～17:00、土曜:9:00～12:00 

南
部
(
庄
内
) 

福祉用具淳風きたじょう 
 2774006957  561-0825 豊中市二葉町2丁目4番5号 

 （社福）淳風会  06-6332-6800  06-6335-0501 

 土、日、12/30～1/3  9:00～18:00 
 

（株）コスモホームヘルプサービス介護用品事業所 
 2774004507  561-0831 豊中市庄内東町三丁目8番23号 タナック21 2階 

 （株）コスモホームヘルプサービス  06-4866-6887  06-6334-1811 

 日、祝、12/31～1/3  平日:9:00～17:40、土曜:9:00～12:20 

 

福祉用具のクラシック 
 2774008458  561-0831 豊中市庄内東町三丁目8番16 カサ・ラティード603号 

 （株）オールケイト  06-6333-3313  06-6333-3314 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

オールケア 
 2774005652  561-0833 豊中市庄内幸町三丁目31番24号 

 （株）オールケア  06-7171-6452  06-4981-4240 

 土、日、祝  9:00～18:00 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

南
部
(
庄
内
) 

なごみ 
 2774004192  561-0834 豊中市庄内栄町三丁目11番3号 

 （有）京田食品  06-6331-8887  06-6331-7775 

 日、祝、12/29～1/3  8:30～18:00 

 

（株）光研 
 2774000869  561-0835 豊中市庄本町二丁目7番40号 

 （株）光研  06-6334-1361  06-6334-1381 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00 

 

（株）ケーエスケー ケア大阪 豊中 
 2774009589  561-0841 豊中市名神口3丁目8番30号 

 （株）ケーエスケー  06-6335-5278  06-6335-5285 

 ―  8:30～17:00 
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［生活・介護環境を整えるサービス（自宅で受けるサービス）］ 

 特定福祉用具販売 ＜要介護１～５の人＞ 

入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を市が支給します。 

年間10万円（消費税含む）までが限度で、その1割、2割または3割が利用者負担です。 

（4月1日から翌年3月31日までの1年間）［支給限度額 年間9万円、8万円または

7万円］ 

※年間（4月～翌年3月）同一種目の用具は原則1回限りです。 

 

 

 特定介護予防福祉用具販売 ＜要支援１・２の人＞ 

介護予防に役立つ入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を市が支給します。 

年間10万円（消費税含む）までが限度で、その1割、2割または3割が利用者負担です。 

（4月1日から翌年3月31日までの1年間）［支給限度額 年間9万円、8万円または

7万円］ 

※年間（4月～翌年3月）同一種目の用具は原則1回限りです。 

 

区   分 購入対象品目 

要支援１～要介護５ 

・腰掛便座（ポータブルトイレ・補高便座など） 
・入浴補助用具（入浴用いす・浴室内すのこなど） 
・自動排泄処理装置の交換可能部品 
・簡易浴槽 
・移動用リフトのつり具 

 

＊「福祉用具販売業者に対する指定制度」が導入されています。 

これらの福祉用具は指定販売業者で購入してください。 

＊事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。 

購入においては、その必要性などについてケアマネジャーや福祉用具専門相談員に

必ず相談してアドバイスを受けましょう。 

 

 

事業者を選ぶチェック項目 

□ いくつかの用具を提示し、用途や費用の説明を十分にしてくれるか。 

□ 故障時などアフターケアの対応をきちんとしてくれるか。 

□ どのような用具が必要か専門的な相談にのってくれるか。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 特定福祉用具販売 事業者一覧  

― 56 ― 

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部(
柴
原
) 

プラスワンケアサポート（株）豊中支店 
 2774000067  560-0021 豊中市本町一丁目5番8号 高山第1ビル4階 

 プラスワンケアサポート（株）  06-6840-1100  06-6840-1117 

 12/30～1/3  9:00～18:00 

 

あいびー（株） 
 2774006833  560-0032 豊中市螢池東町1-6-6 ＆Ｔ蛍池ビル401 

 あいびー（株）  06-6855-8550  06-6855-8551 

 土、日、祝、8/15、12/30～1/3  9:00～17:00 

 

ＷＯＯＤ ＳＴＯＣＫ 
 2774002493  560-0035 豊中市箕輪二丁目11番11号 

 （有）居宅介護支援事務所ＦＯＲ ＹＯＵ  06-6850-2220  06-6850-8822 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～17:00 

 

ニチイケアセンター柴原 
 2774002469  560-0055 豊中市柴原町三丁目1番24号 北摂測量ビル1階 

 （株）ニチイ学館  06-6842-1295  06-6846-1298 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

綜合メディカル（株）豊中営業所 
 2774009720  561-0892 豊中市山ノ上町8-10 

 綜合メディカル（株）  06-4865-3077  06-4865-3087 

 12/29～1/4  9:00～17:45 

北
中
部(
少
路
) 

（有）サンメディカル 
 2774000158  560-0012 豊中市上野坂一丁目1番12号 

 （有）サンメディカル  06-6848-0294  06-6848-0295 

 日、祝、12/30～1/3  平日:9:00～17:30、土曜:9:00～15:00 

 

ユニバーサルデザイナーズ 
 2774002238  560-0053 豊中市向丘三丁目13番11号 

 （有）ユニバーサルデザイナーズ  06-6854-7554  06-6854-7563 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00 

北
東
部(
千
里
) 

（株）ウラノ福祉用具事業部Ｍｅｉｓｔｅｒ 
 2774003731  560-0084 豊中市新千里南町3-1-24 桃山台グリーピア1F 

 （株）ウラノ  06-6155-4800  06-6155-6777 

 土、日、祝、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

福祉用具きらぼし 千里中央店 
 2774008532  560-0085 豊中市上新田二丁目17番1号 

 （社福）瑞兆会  06-6835-6677  06-6835-6688 

 土、日、12/31～1/3  9:00～18:00 

中
部
(
中
央
) 

福祉用具サービス 涼風 
 2774009621  560-0014 豊中市熊野町4-12-23-105号室 

 （株）アースマインド  06-7171-2008  06-7171-5887 

 ―  ― 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
部
(
中
央
) 

こむ 
 2774009324  560-0022 豊中市北桜塚二丁目14番1号 

 （有）ホクセツプレイス  06-7165-6765  06-7163-7823 

 土、日、祝、8/13～15、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

（株）ゴトウ・アズ・プランニング豊中営業所 
 2774004879  560-0024 豊中市末広町二丁目10番18号 

 （株）ゴトウ・アズ・プランニング  0120-810-510  0120-07-5103 

 1/1～3  9:00～18:00 

 

福祉用具恵ケア 
 2774008292  561-0865 豊中市旭丘1-12-105 

 （株）恵ケアグループ  06-7173-6365  06-4977-0864 

 土、日、祝、GW、8/13～15、12/30～1/3  9:00～17:00 

 

介護用品カワバタ（株） 
 2774003632  561-0881 豊中市中桜塚二丁目27番3号 

 介護用品カワバタ（株）  06-6857-0309  06-6857-0309 

 木、8/13～15、12/30～1/3  10:00～19:00 

 

福祉用具ユミケア 
 2774004184  561-0881 豊中市中桜塚2丁目21-7 5F 

 （株）ユミコーポレーション  06-4867-3741  06-4867-3736 

 土、日、祝、12/30～1/3  8:30～17:30 

 

（株）みちはうす 
 2774005801  561-0881 豊中市中桜塚4丁目7-8 カビーナ中桜塚1階 

 （株）みちはうす  06-6152-2222  06-6152-3333 

 木、5/3～5、8/13～15、12/29～1/4  月～土:9:00～17:00、日、祝:9:00～15:00 

中
東
部(
緑
地
) 

パナソニック エイジフリーショップ大阪北 
 2774007872  561-0811 豊中市若竹町1-9-6 

 パナソニック エイジフリー（株）  06-6333-2414  06-6333-2464 

 日、祝、8/12～16、12/29～1/4  8:45～17:45 
 

ビジョンサポート 
 2774009068  561-0817 豊中市浜3-18-3-1 

 （有）ハッピーライフ  06-6335-2350  06-6335-2351 

 日、祝、12/31～1/3  9:00～18:00 

 

介護パートナーあい愛 
 2774001560  561-0875 豊中市⾧興寺北三丁目13番22号 

 （株）エム・アイ  06-6152-0080  06-6152-0333 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00 

中
西
部(
服
部
) 

中央介護センターサン 
 2774006817  561-0804 豊中市曽根南町2-10-17-203 

 大阪中央警備保障（株）  06-6865-7501  06-6865-7502 

 土、日  9:00～18:00 



 特定福祉用具販売 事業者一覧  

― 58 ― 

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  
 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

中
西
部(
服
部
) 

ユーテリ立花 
 2774003418  561-0808 豊中市原田元町二丁目19番1号 

 （株）立花設備工業所  06-6855-2211  06-6855-2247 

 土、日、祝、8/13～16、12/29～1/5  8:00～17:00 

 

レンタルポプラ 
 2774009639  561-0851 豊中市服部元町1丁目3番15号 Ｌｅｉｗａ服部天神601号 

 （株）ポプラコーポレーション  06-6151-2670  06-6151-2781 

 ―  9:00～18:00 

 

まるわ 
 2774008524  561-0854 豊中市稲津町1丁目1番13号 増田ビル2階 

 （株）丸和  06-6862-2810  06-6862-2801 

 土、日、祝、12/29～1/3  ― 

 

（有）トーヤン 
 2774002592  561-0858 豊中市服部西町二丁目2番21号 

 （有）トーヤン  06-6863-0002  06-6863-0003 

 日、祝、お盆、年末年始  平日:9:00～18:00、土曜:9:00～12:00 

 

弁慶 
 2774003079  561-0858 豊中市服部西町二丁目5番15号 

 （株）パピルス  06-4866-1124  06-4866-1114 

 8/13～17、12/30～1/3  9:00～18:00 

南
部
(
庄
内
) 

福祉用具淳風きたじょう 
 2774006957  561-0825 豊中市二葉町2丁目4番5号 

 （社福）淳風会  06-6332-6800  06-6335-0501 

 土、日、12/30～1/3  9:00～18:00 

 

（株）コスモホームヘルプサービス介護用品事業所 
 2774004507  561-0831 豊中市庄内東町三丁目8番23号 タナック21 2階 

 （株）コスモホームヘルプサービス  06-4866-6887  06-6334-1811 

 日、祝、12/31～1/3  平日:9:00～17:40、土曜:9:00～12:20 
 

福祉用具のクラシック 
 2774008458  561-0831 豊中市庄内東町三丁目8番16 カサ・ラティード603号 

 （株）オールケイト  06-6333-3313  06-6333-3314 

 土、日、祝  9:00～18:00 

 

オールケア 
 2774005652  561-0833 豊中市庄内幸町三丁目31番24号 

 （株）オールケア  06-7171-6452  06-4981-4240 

 土、日、祝  9:00～18:00 

 

なごみ 
 2774004192  561-0834 豊中市庄内栄町三丁目11番3号 

 （有）京田食品  06-6331-8887  06-6331-7775 

 日、祝、12/29～1/3  8:30～18:00 
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事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 

 
事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   

休日/  営業時間/  

 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

南
部
(
庄
内
) 

（株）光研 
 2774000869  561-0835 豊中市庄本町二丁目7番40号 

 （株）光研  06-6334-1361  06-6334-1381 

 土、日、祝、8/13～15、12/29～1/3  9:00～18:00 

 

（株）ケーエスケー ケア大阪 豊中 
 2774009589  561-0841 豊中市名神口3丁目8番30号 

 （株）ケーエスケー  06-6335-5278  06-6335-5285 

 ―  8:30～17:00 
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［施設に泊まって受けるサービス］ 

 短期入所生活介護（ショートステイ） ＜要介護１～５の人＞ 

一時的に家族が介護できない場合などに、介護老人福祉施設などに短期間宿泊した利用

者に対して、食事や入浴などの介護サービスや機能訓練を行います。利用料はサービス

費用の1割、2割または3割です。下記利用料のほかに滞在費や食費などがかかります。 

 

 介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） ＜要支援１・２の人＞ 

一時的に家族が介護できない場合などに、介護老人福祉施設などに短期間宿泊した利用

者に対して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練を行います。利用料は

サービス費用の1割、2割または3割です。下記利用料のほかに滞在費や食費などがかかり

ます。

 

 

 
 

 

 

 

 

＜介護老人福祉施設の場合＞ 

区 分 
サービス費用のめやす 

（１日あたり） 
利用料のめやす 

（１割負担の場合、１日あたり） 

要支援１ 

ユニット型個室・個室的多床室 ５，５７５円 ５５８円 

従来型個室 ４，７５４円 ４７６円 

多床室（相部屋） ４，７５４円 ４７６円 

要支援２ 

ユニット型個室・個室的多床室 ６，９１８円 ６９２円 

従来型個室 ５，９１６円 ５９２円 

多床室（相部屋） ５，９１６円 ５９２円 

要介護１ 

ユニット型個室・個室的多床室 ７，４１９円 ７４２円 

従来型個室 ６，３５３円 ６３６円 

多床室（相部屋） ６，３５３円 ６３６円 

要介護２ 

ユニット型個室・個室的多床室 ８，１４４円 ８１５円 

従来型個室 ７，０８８円 ７０９円 

多床室（相部屋） ７，０８８円 ７０９円 

要介護３ 

ユニット型個室・個室的多床室 ８，９３３円 ８９４円 

従来型個室 ７，８５６円 ７８６円 

多床室（相部屋） ７，８５６円 ７８６円 

要介護４ 

ユニット型個室・個室的多床室 ９，６７９円 ９６８円 

従来型個室 ８，５９１円 ８６０円 

多床室（相部屋） ８，５９１円 ８６０円 

要介護５ 

ユニット型個室・個室的多床室 １０，４０４円 １，０４１円 

従来型個室 ９，３１６円 ９３２円 

多床室（相部屋） ９，３１６円 ９３２円 

※この表に滞在費、食費は含まれていません。（居室形態によって滞在費は異なります） 
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［居室形態の種類］ 
 ユニット型個室＝入居者が共同で使うリビングルーム（共同生活室）を併設し、隣室から完全

に独立した居室  （個室壁で天井との隙間がない） 
 ユニット型個室的多床室＝入居者が共同で使うリビングルーム（共同生活室）を併設し、隣室

から完全に独立していない居室  （個室壁だが天井との隙間があるなど） 
 従来型個室＝入居者が共同で使うリビングルーム（共同生活室）を併設していない個室 
 多床室（相部屋）＝定員2人以上の部屋 

 

●市民税非課税世帯などの一定要件に該当される人には、滞在費、食費の負担が
軽減される制度があります。（介護保険負担限度額認定証) 

●市民税非課税世帯で、収入が一定基準以下などの要件に該当する人は、介護
保険の利用者負担額（食費・居住費などを含む）が軽減される制度があります。
ただし、社会福祉法人のサービスの場合は軽減額を社会福祉法人が負担する
ため、この制度を行っていない場合もあります。 

 

 

 

事業者を選ぶチェック項目 

□ サービス提供内容や職員体制（特に夜間の職員体制）、費用についての説明を

十分にしてくれるか。 

□ 介護保険の対象となる費用と介護保険の対象外の費用（滞在費、食費、日用品

代など）がそれぞれいくらになるかきちんと説明してくれるか。 

□ 医療機関との連携体制をとってくれるか。 

□ 事故などの緊急時の対応や連絡先などについてきちんと説明してくれるか。 

□ 入所中の利用者の状態を家族などにきちんと説明してくれるか。 

 

→お問合せは、保険給付課 
電話:０６-６８５８-２２９５ 

→お問合せは、⾧寿安心課 
電話:０６-６８５８-２８５６ 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  
 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
西
部(
柴
原
) 

特別養護老人ホーム美豊苑  有 

 2774003491  560-0035 豊中市箕輪二丁目13番12号 

 （社福）ウエル清光会  06-6840-7077  06-6840-7675  ○  ○ 

 個室:日額3,200円  朝336円、昼588円（おやつ代含む）、夕588円  10 

 

ショートステイ刀根山美豊苑  有 

 2774008359  560-0045 豊中市刀根山6丁目7-12 

 （社福）ウエル清光会  06-6210-6525  06-6210-6526  ○  ○ 

 個室:日額3,400円  朝300円、昼600円、夕600円、おやつ100円  11 

 

特別養護老人ホーム清豊苑  有 

 2774005074  561-0891 豊中市走井二丁目8番5号 

 （社福）ウエル清光会  06-6845-2525  06-6845-2515  ○  ○ 

 個室:日額2,800円  朝300円、昼650円、夕650円  空床 
利用 

 

特別養護老人ホームみずほおおぞら  有 

 2774008060  561-0891 豊中市走井3丁目5番35号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6848-3644  06-6848-3666  ○  ○ 

 個室:日額2,300円  朝310円、昼560円、夕560円、おやつ100円  11 

北
中
部(
少
路
) 

特別養護老人ホーム豊泉家北緑丘  有 

 2774001529  560-0001 豊中市北緑丘二丁目9番5号 

 （社福）福祥福祉会  06-6152-1233  06-6152-1211  ○  ○ 

 個室:日額3,800円、多床室:3,254円（扉付）  朝210円、昼639円、夕596円 
特別食（朝132円、昼337円、夕269円、おやつ114円）  30 

 

特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル  有 

 2774000414  560-0002 豊中市緑丘三丁目330番地の2 

 （社福）昌壽会  06-6845-6667  06-6845-1516  ○  ○ 

 個室:日額1,171円、多床室:855円  朝260円、昼565円、夕520円、おやつ100円  20 

 

ショートステイ 宙（すばる）豊中  有 

 2774007724  560-0051 豊中市永楽荘4丁目1番3号 

 （社福）香聖会  06-6846-2111  06-6846-2110  ○  ○ 

 個室:2,600円  朝300円、昼550円、夕550円、おやつ100円  10 

北
東
部(
千
里
) 

特別養護老人ホームアリス千里  有 

 2774001297  560-0081 豊中市新千里北町一丁目18番2号 

 （社福）豊中ファミリー  06-6155-0050  06-6835-7373  ○  ○ 

 個室:日額1,171円、四人部屋:日額855円  朝260円、昼612円、夕520円  14 

 

特別養護老人ホーム豊寿荘  有 

 2774003327  560-0083 豊中市新千里西町二丁目7番2号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6831-7225  06-6836-1600  ○  ○ 

 個室:日額2,782円  朝280円、昼620円、夕545円  10 

 

特別養護老人ホーム永寿園とよなか  有 

 2774006346  560-0084 豊中市新千里南町3丁目2番地の122 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6840-2211  06-6840-2214  ○  ○ 

 個室:日額2,142円  朝345円、昼550円、夕550円、おやつ0円  11 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  
 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 

北
東
部(
千
里
) 

特別養護老人ホームきらぼし  有 

 2774001719  560-0085 豊中市上新田二丁目17番1号 

 （社福）瑞兆会  06-6835-6677  06-6835-6688  ○  ― 

 個室:日額2,690円  朝398円、昼494円、夕488円  10 

中
部
(
中
央
) 

特別養護老人ホームロココ豊中  有 

 2774003541  561-0893 豊中市宝山町7番8号 

 （社福）甲有会  06-6858-1060  06-6858-1062  ○  ○ 

 個室:日額3,300円  朝546円、昼714円、夕735円  20 

中
東
部(
緑
地
) 

ショートステイ 清浄苑  ― 

 2774009670  561-0814 豊中市豊南町東二丁目10番1号 

 （社福）慶生会  06-6335-0291  06-6335-0299  ―  ― 

 ―  ―  ― 

 

特別養護老人ホーム豊中あいわ苑  有 

 2774001933  561-0872 豊中市寺内一丁目1番10号 

 （社福）愛和会  06-6866-2941  06-6866-2950  ○  ○ 

 個室:日額1,570円、多床室:1,285円  朝320円、昼630円、夕590円、おやつ100円  18 

中
西
部(
服
部
) 

特別養護老人ホーム アイテラス利倉  有 

 2774006874  561-0844 豊中市利倉西1丁目1番11号 

 （社福）優愛福祉会  06-6865-1777  06-6865-1778  ○  ○ 

 個室:日額2,900円  朝300円、昼600円、夕600円、おやつ100円  11 

 

ショートステイ利倉清豊苑  有 

 2774008250  561-0845 豊中市利倉三丁目4番19号 

 （社福）ウエル清光会  06-6210-6585  06-6210-6586  ○  ○ 

 個室:日額3,000円  朝300円、昼650円、夕650円  11 

 

特別養護老人ホームほづみ  有 

 2774000687  561-0856 豊中市穂積一丁目9番1号 

 （社福）昌壽会  06-6866-1125  06-6866-1060  ○  ○ 

 個室:日額1,171円、多床室:0円～855円  朝280円、昼640円、夕525円／計1,445円  20 
 

特別養護老人ホームユーフォリア豊中  有 

 2774001495  561-0894 豊中市勝部一丁目12番21号 

 （社福）柳生会  06-6844-3550  06-6844-3577  ○  ○ 

 個室:日額1,200円、多床室:900円  朝360円、昼520円、夕520円、おやつ100円  9 

南
部
(
庄
内
) 

特別養護老人ホーム淳風とよなか  有 

 2774000851  561-0825 豊中市二葉町二丁目4番5号 

 （社福）淳風会  06-6335-0785  06-6335-0786  ○  ○ 

 個室:1,526円 
二人部屋:1,014円、四人部屋:1,014円  朝390円、昼650円、夕520円  12 

 

ユニット型淳風とよなかショートステイ  有 

 2774008789  561-0825 豊中市二葉町二丁目4番5号 

 （社福）淳風会  06-6335-0785  06-6335-0786  ○  ○ 

 個室:2,375円  朝390円、昼650円、夕520円  11 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。  

南
部
(
庄
内
) 

ショートステイ 清揚苑  無 

 2774009423  561-0836 豊中市庄内宝町一丁目4番5号 

 （社福）慶生会  06-4866-5951  06-4866-5952  ○  ○ 

 個室:2,600円  朝380円、昼565円、夕500円  13 
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［施設に泊まって受けるサービス］ 

 短期入所療養介護（ショートステイ） ＜要介護１～５の人＞ 

一時的に家族が介護できない場合などに、介護老人保健施設などに短期間宿泊した利用

者に対して、医学的な管理のもとで機能訓練、食事や入浴などの介護・看護サービスを

行います。利用料はサービス費用の1割、2割または3割です。下記利用料のほかに滞在費や

食費などがかかります。 

 

 介護予防短期入所療養介護（ショートステイ） ＜要支援１・２の人＞ 

一時的に家族が介護できない場合などに、介護老人保健施設などに短期間宿泊した利用

者に対して、医学的な管理のもとで介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練

を行います。利用料はサービス費用の1割、2割または3割です。下記利用料のほかに滞在費

や食費などがかかります。

 

 

 
 

 

 

 

 

 

＜介護老人保健施設の場合＞ 

区 分 サービス費用のめやす 
（１日あたり） 

利用料のめやす 
（１割負担の場合、１日あたり） 

要支援１ 

ユニット型個室・個室的多床室 ６，５４５円 ６５５円 

従来型個室 ６，０８１円 ６０９円 

多床室（相部屋） ６，４２９円 ６４３円 

要支援２ 

ユニット型個室・個室的多床室 ８，２４２円 ８２５円 

従来型個室 ７，５９９円 ７６０円 

多床室（相部屋） ８，０９４円 ８１０円 

要介護１ 

ユニット型個室・個室的多床室 ８，７７９円 ８７８円 

従来型個室 ７，９２６円 ７９３円 

多床室（相部屋） ８，７１６円 ８７２円 

要介護２ 

ユニット型個室・個室的多床室 ９，２６４円 ９２７円 

従来型個室 ８，４２１円 ８４３円 

多床室（相部屋） ９，２３３円 ９２４円 

要介護３ 

ユニット型個室・個室的多床室 ９，９３９円 ９９４円 

従来型個室 ９，０７４円 ９０８円 

多床室（相部屋） ９，８９７円 ９９０円 

要介護４ 

ユニット型個室・個室的多床室 １０，５０８円 １，０５１円 

従来型個室 ９，６３３円 ９６４円 

多床室（相部屋） １０，４４５円 １，０４５円 

要介護５ 

ユニット型個室・個室的多床室 １１，０５６円 １，１０６円 

従来型個室 １０，１８１円 １，０１９円 

多床室（相部屋） １１，０１４円 １，１０２円 

※この表に滞在費、食費は含まれていません。（居室形態によって滞在費は異なります） 
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［居室形態の種類］ 
 ユニット型個室＝入居者が共同で使うリビングルーム（共同生活室）を併設し、隣室から完全

に独立した居室  （個室壁で天井との隙間がない） 
 ユニット型個室的多床室＝入居者が共同で使うリビングルーム（共同生活室）を併設し、隣室

から完全に独立していない居室  （個室壁だが天井との隙間があるなど） 
 従来型個室＝入居者が共同で使うリビングルーム（共同生活室）を併設していない個室 
 多床室（相部屋）＝定員2人以上の部屋 

 

●市民税非課税世帯などの一定要件に該当される人には、滞在費、食費の負担が
軽減される制度があります。（介護保険負担限度額認定証) 

 

 

 

事業者を選ぶチェック項目 

□ サービス提供内容や職員体制（特に夜間の職員体制）、費用についての説明を

十分にしてくれるか。 

□ 介護保険の対象となる費用と介護保険の対象外の費用（滞在費、食費、日用品

代など）がそれぞれいくらになるかきちんと説明してくれるか。 

□ 医療機関との連携体制をとってくれるか。 

□ 事故などの緊急時の対応や連絡先などについてきちんと説明してくれるか。 

□ 入所中の利用者の状態を家族などにきちんと説明してくれるか。 

 

→お問合せは、保険給付課 
電話:０６-６８５８-２２９５ 
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 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  
 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

 

 介護サービス相談員派遣/  

事業所番号/   所在地    

設置主体/   電話    FAX   要介護1～5/  要支援1・2/  

滞在費/  食費/  定員/  

介護サービス相談員派遣…巻末参照 ※掲載内容は変更されている場合があります。 
 

北
西
部(
柴
原
) 

介護老人保健施設すずらん  有 

 2754080030  560-0021 豊中市本町三丁目1番7号 

 （医）豊成会  06-6842-1165  06-6842-1005  ○  ○ 

 多床室:日額500円  朝200円、昼620円（おやつ代含む）、夕620円  空床 
利用 

 

介護老人保健施設かがやき  無 

 2754080121  560-0044 豊中市刀根山元町5番60号 

 （社福）大阪府社会福祉事業団  06-6850-3400  06-6850-9700  ○  ○ 

 
個室:日額450円＋（豊中市内在住3,300円 
または豊中市外在住5,500円） 
多床室:日額450円 

 朝279円、昼563円、夕503円、おやつ100円  空床 
利用 

北
東
部(
千
里
) 

（医）若葉会 介護老人保健施設わかば  有 

 2754080097  561-0861 豊中市東泉丘三丁目1番1号 

 （医）若葉会  06-6856-9770  ―  ○  ○ 

 個室:日額1,700円、多床室:日額400円  朝270円、昼590円、夕590円、おやつ110円  空床 
利用 

中
部
(
中
央
) 

介護老人保健施設ロココリハ  有 

 2754080113  561-0893 豊中市宝山町6番7号 

 （医社）創生会  06-6855-2525  06-6855-2567  ○  ○ 

 個室:日額1,700円、多床室:日額1,000円  朝546円、昼714円、夕735円  空床 
利用 

中
東
部(
緑
地
) 

介護老人保健施設やすらぎ  有 

 2754080014  561-0814 豊中市豊南町東二丁目6番4号 

 （医）豊済会  06-6332-8000  06-6332-8111  ○  ○ 

 二人部屋:日額1,100円  朝230円、昼450円、夕600円、おやつ100円  空床 
利用 

 

（医）桜希会 介護老人保健施設東雄苑豊南  有 

 2754080089  561-0816 豊中市豊南町西三丁目11番15号 

 （医）桜希会  06-4867-2195  06-4867-2196  ○  ○ 

 個室:日額1,640円、室料1,029円 
多床室:日額450円  朝350円、昼545円、夕478円、おやつ72円  空床 

利用 

 

介護老人保健施設きんもくせい  有 

 2754080048  561-0872 豊中市寺内一丁目1番10号 

 （社福）愛和会  06-6866-2941  06-6866-2950  ○  ○ 

 個室:日額4,400円  朝330円、昼630円、夕680円、おやつ100円  空床 
利用 

中
西
部(
服
部
) 

（医）桜希会 介護老人保健施設東雄苑  有 

 2754080055  561-0804 豊中市曽根南町二丁目11番28号 

 （医）桜希会  06-6867-0866  06-6867-0867  ○  ― 

 個室:日額1,640円、室料1,029円 
多床室:日額450円  朝340円、昼545円、夕463円、おやつ72円  空床 

利用 

 

（医）康生会 介護老人保健施設ケアホーム豊中  有 

 2754080105  561-0807 豊中市原田中一丁目16番29号 

 （医）康生会  06-6841-3668  06-6841-9181  ○  ○ 

 ―  朝481円、昼482円、夕482円  空床 
利用 

南
部
(
庄
内
) 

介護老人保健施設「二葉園」  有 

 2754080063  561-0825 豊中市二葉町二丁目5番3号 

 （社福）日光会  06-6335-2366  06-6331-3323  ○  ○ 

 個室:日額1,640円  朝400円、昼630円、夕590円、おやつ100円  空床 
利用 
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豊中市介護サービス相談員派遣事業 

平成12年（2000年）4月、介護保険制度の開始に伴い、旧厚生省が介護サービスの質を高めることを

目的に設けた制度です。豊中市では、平成13年（2001年）12月から豊中市社会福祉協議会に委託し

実施しています。 

介護サービス相談員は、市内の介護保険施設や事業所を訪問し、利用者から疑問や不安などの相談を聴き、

事業者に伝え、橋渡し役となって問題解決に向けた活動を行います。 

このガイドブックでは相談員が定期的に派遣される

以下のサービス（予防含む）について、介護サービス

相談員派遣事業の受入れの有無を掲載しています。 

・通所介護 ・地域密着型通所介護 

・通所介護相当サービス ・通所型サービス A 

・通所リハビリテーション ・短期入所生活介護 

・短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護 

・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 

・小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護 

・認知症対応型共同生活介護 

・認知症対応型通所介護 

・地域密着型介護老人福祉施設 

 

＜フロー図＞ 

 

サービス提供 

③相談 ①要請 ②派遣 

  ④調整 

 

利用者 事業者 

介護サービス相談員・ 
豊中市社協 
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豊中市のお問合せ窓口

介護保険やサービスについてのお問合せは、内容によって窓口が異なりますので、ご確認のうえご相談ください。

お問合せ内容 電話番号 ファクス番号 担当窓口

要介護認定の申請・相談 06-6858-2834

06-6858-3611 長寿安心課

介護についての相談 高齢者総合相談
06-6858-2235
06-6858-2237

紙おむつの支給・緊急通報システムなどの
生活支援サービスについて

ホームヘルプやデイサービス、短期入所生活
介護（ショートステイ）などのサービスの 
利用者負担の軽減について

06-6858-2856

一般介護予防事業についての相談 06-6858-2865

住宅改修費・福祉用具購入費支給について

06-6858-2295 06-6858-4325 保険給付課

高額介護サービス費の払い戻し

介護保険施設に入所される人や、短期入所
生活介護・短期入所療養介護（ショート 
ステイ）を利用される人の負担限度額認定証
の申請について

転出・転入の届出、被保険者証等の発行
06-6858-2301 06-6858-4325 保険資格課

保険料について

保険料の納付についての相談 06-6858-2306 06-6858-4325 保険収納課

健康に関する相談 06-6858-2292 06-6152-7328
健康政策課

（豊中市保健所２階）

介護保険制度について 06-6858-2837 06-6858-3146 長寿社会政策課

介護保険サービス事業者ガイドブック

居宅サービス

♦自宅で受けるサービス
 訪問介護（ホームヘルプ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

（介護予防）訪問入浴介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
（介護予防）訪問看護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
（介護予防）訪問リハビリテーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

♦施設に通って受けるサービス
 通所介護（デイサービス）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

（介護予防）通所リハビリテーション（デイケア）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

♦生活・介護環境を整えるサービス/自宅で受けるサービス
（介護予防）福祉用具貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
特定（介護予防）福祉用具販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

♦施設に泊まって受けるサービス
（介護予防）短期入所生活介護（ショートステイ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
（介護予防）短期入所療養介護（ショートステイ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

※掲載を希望された豊中市内の介護保険サービス事業者一覧です。
※事業者情報は令和 4 年（2022 年）6 月現在のものです。
※内容は変更されている場合があります。

サービス内容説明・所在マップ・市内事業者一覧

緑
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