
※要支援1・2の方は、介護予防の欄に「有」の印のある事業者のみ利用できます。

　指定居宅介護支援事業者は、介護サービスを必要とする方からの相談に応じたり、自宅や施設での介護サービスが適切
に受けられるように、居宅サービス事業者や介護保険施設などと連絡調整してもらえます。また、本人または家族が介護
認定申請できない場合の代行申請も行ってもらえます。

電話番号
959-2382
977-5522
973-4100
979-0260
976-0090
976-0091
971-0203
929-9710
972-1121
970-3333
920-7162
975-0125
977-9658
970-0086
970-3678
977-6128
927-9034
977-0777
959-6550
976-5100
970-1730
976-5959
971-5799
977-4165
972-2293

※要支援1・2の方の介護予防プラン作成
　地域包括支援センターは、要介護状態になるのを防ぐための介護予防サービスや自立した日常生活を続けるための支援
が受けられます。また、金銭管理や契約などの不安に対する支援や高齢者虐待の防止など、様々な方面から高齢者の方を
支える総合相談の窓口です。

電話番号
大県4-15-35　柏原市健康福祉センター内 970-3100

　通所介護は、デイサービスセンター等において、日常生活訓練、健康チェック、食事や入浴などのサービスを日帰りで
利用します。

電話番号
979-0260
976-0091
970-0010
972-5735
975-0012
973-0011
975-2300
970-6220
940-7045

　福祉用具の貸与・販売は、特殊ベッド、車いす、リフト、歩行支援用具、徘徊感知機器など、自立を支援するための用具を
レンタル・購入できます。

住 所 電話番号 ＦＡＸ番号 貸 与 販 売 介護予防
河原町3-34 971-0333 971-0353 ○ ○ 有
国分東条町30-184 978-4111 978-4113 ○ ○ 有
法善寺4-9-13 972-6878 971-0330 ○ ○ 有
本郷4-113-12 970-2201 970-2202 ○ 有

安堂町11-46　ちゅーりっ
ぷのまちかしわら内

972-1115 972-1116 ○ 有

田辺1-1-29 974-9366 974-0523 ○ 〇 有
大県1-4-1増井ビル3F-A2 090-8383-9498 972-5116 ○ 有
田辺1-5-31 977-3215 977-3217 〇 有

970-3200

ＦＡＸ番号

970-0055

979-0279

970-6352

973-5556

大県4-18-17

事 業 所 名

まり福祉用具サービス
（株）マルコー

令和5年5月1日現在

柏 原 市 の 介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業 者 一 覧

927-9035
旭ケ丘1-1-15

デイサービスセンターすずらん

清州2-2-5

はくとうデイサービスセンター

柏原市高齢者いきいき元気センター

高殿苑かしわらケアプランセンター

いこいケアプランセンター
ケアプランセンターオレンジ

ケアプランセンターさわやか
居宅介護支援事業所 ソラスト柏原

旭ヶ丘好意の庭福祉サービス

○通所介護（利用定員１９人以上のデイサービス）

事 業 所 名
大字青谷2104-1

940-7245リハビリデイサービスりんごの樹
らいおんデイサービスセンター柏原

国分市場1-9-45
ハローデイサービスセンター

松本デイサービスセンター国分

古町2-9-5

第二好意の庭デイサービスセンター

国分デイサービスセンター愛の輪

太平寺2-8-46

大県4-10-4

本郷2-5-3

ケアプランセンターりんごの樹

ＦＡＸ番号

975-0013

975-2301

972-5735

住 所事 業 所 名

住 所

国分市場2-9-26

田辺1-13-12

976-0096

国分本町2-3-23　アメニティハイツ301

玉手町15-5
974-5927

旭ケ丘3-2-3
古町2-9-6　ハイツエイト１-C

976-0016
959-6557

936-3520
970-1731

太平寺1-8-3グランホームハロー内

977-3710

978-1465玉手町18-51

国分市場1-7-56　メゾンファミーユ101 977-6129

970-0860

本郷5-7-7

920-7163
ケアプランセンターオリーブ

大字高井田1562-5

972-1122

915-0024
975-0015

フォルムケアプランセンター

970-3334

ＦＡＸ番号

大字高井田650-1
大県1-3-3

大阪「好意の庭」福祉サービス
はくとうケアプランセンター

旭ケ丘3-13-45

973-4111

事 業 所 名 住 所
居宅介護支援事業所ケアプランかしわら

法善寺4-336-13

柏原ケアプランセンター寿光園

太平寺1-13-39
国分市場1-9-45

979-0279大字青谷2104-1

976-0096

929-9700

976-0095

977-3100
片山町11-28　

971-0207

ピースケアセンター法善寺

　　居宅サービス

○地域包括支援センター（柏原市高齢者いきいき元気センター）

○指定居宅介護支援事業者（居宅サービス計画（ケアプラン）作成事業者）

松本ケアプランセンター

※要介護1～5の方のケアプラン作成

エブリーケアプラン柏原国分

三ツ星ケアプランセンター

ケアプランハロー

医療法人真征会ケアサポート西出

いっぽケアセンター

国分市場2-9-26

介護センター安堂
かいご相談所あきやま

大正1-2-13

第二好意の庭・福祉サービス

平野1-8-4ケアプランハウスゆうふく

e・ライフサービス

シルバークロス福祉住環境相談所

Ｉｋｉｇａｉトータルサポート

○福祉用具の貸与・販売

福祉用具の未来サポート　もりおか

リップスマート　かしわら

ヘルスサポート　しおん

970-0887

959-2412

法善寺4-2-27　グランドール法善寺202
大県2-2-31　宮の里マンションB棟106

ハローデイサービスセンター本郷

福祉相談所おねっと 古町1-8-3 972-2293



　訪問介護は、ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を受けます。

電話番号
972-6805
977-5533
979-0260
976-2276
972-3364
975-1150
978-2002
975-2500
975-2088
920-7162
943-1644
972-2340
976-0100
970-0888
977-6128
975-0011
959-5050
959-8788
970-0086
959-8431
968-7551
977-7055
978-6670
978-5377
971-5300

070-2285-5552
983-5469
929-8800
975-5246

　訪問看護は、病状が安定したあと、医師の指示に基づいて、看護師が家庭を訪問し、療養の世話や診療の補助などを受けます。

電話番号 介護予防
大県4-15-35　柏原市健康福祉センター内 970-2171 有
旭ケ丘4-672 978-6085 有
旭ケ丘1-4-35 975-1150 -

974-0298 有
973-0068 有
972-6878 有
971-1899 有
959-9989 有

050-3159-9701 有
972-1155 有

※保険医療機関等で実施している、みなし指定による（介護予防）訪問看護については掲載していません。

　通所リハビリテーションは、老人保健施設や病院、診療所などに通って、食事や入浴、機能訓練などのサービスを日帰りで
利用します。

電話番号 介護予防
973-4801 有
971-1899 有

※保険医療機関等で実施している、みなし指定による（介護予防）通所リハビリテーションについては柏原市に届出のあった事業所のみ掲載しています。

　短期入所生活介護は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などの福祉施設に短期入所し、日常生活の介護や機能

電話番号 介護予防
979-0260 有
976-0090 有
976-0091 有
970-6010 有

ショートステイ柏寿 977-5533 有
977-5533 有

　短期入所療養介護は、老人保健施設、療養型病床、診療所などに短期入所し、医学的管理のもとに、日常生活の介護や

電話番号 介護予防
977-8980 有
973-4801 有

　特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホーム等の特定施設に入所している要介護者について、ケアプランに基づき行う
日常生活の介護や、機能訓練を受けます。

電話番号 介護予防
973-2700 -
975-2530 有

電話番号 介護予防
973-4801 有

市立柏原病院訪問看護ステーション 法善寺1-7-9 972-1166

訪問介護サービス ねこの手 大正2-4-21　プレジール21-202 ―

訪問介護ステーションＨＩＢＩＳＵかしわらあねっくす 田辺2-7-100-１階 978-5777

977-3100

アストライ国分 旭ケ丘3-1-34 977-7065
訪問介護ステーションＨＩＢＩＳＵ柏原 国分市場2-11-48-１階 978-6672

○短期入所療養介護（医療施設のショートステイ）

太平寺1-4-30 970-1120

住 所

古町3-2-17

田辺2-7-5

住 所

事 業 所 名

国分市場1-9-45

ショートステイ高寿 大字高井田650-1

（特養）第二好意の庭

大字青谷2104-1
（特養）大阪「好意の庭」

大字高井田650-1

旭ケ丘3-13-45

ショートステイ太寿

看護、機能訓練を受けます。

事 業 所 名

オリーブ柏原　ＰＬＵＳ（介護専用型）

○特定施設入居者生活介護

事 業 所 名
大県1-5-36

介護老人保健施設　ローズウッド国分

（特養）はくとう
住 所

ヘルパーステーションもも太郎

事 業 所 名

訪問看護ステーション「グレープ」  

上市1-2-2  アゼリア柏原416

○訪問看護

松本ライフケアセンター

平野1-8-4

ハロー　ライフサポート

大字青谷2104-1
大字高井田650-1 977-3100

好意の庭ヘルパーステーション
有限会社介護センターかがやき

旭ケ丘3-2-3

柏原寿光園ホームヘルプセンター
ヘルパーステーションかしわら

事 業 所 名

上市3-13-16
サポートセンターこころ

エイジケア柏原ヘルパーステーション
ヘルパーステーションオリーブ

訪問介護センターくまの手

大県4-2-3

旭ケ丘1-4-35
国分市場1-6-18

国分本町2-3-23　アメニティハイツ１階
ケアセンター柏原
ケア・サポートみらい

いっぽケアセンター
ケアサービスハウスゆうふく

旭ケ丘3-1-43-107

太平寺1-8-3グランホームハロー内

国分市場1-3-11

国分市場1-7-56　メゾンファミーユ101

ヘルパーステーションオレンジ
グリーンケア　国分市場

国分市場2-9-26

国分西2-1-36 オレンジハウス１　507

法善寺4-2-27　グランドール法善寺202ピースケアセンター法善寺

住 所 ＦＡＸ番号

972-2341

はくとうホームヘルパーステーション

975-2501

古町3-3-5

国分西1-4-37 マンション完洋荘104

973-0180

970-2173

975-2080

大県4-15-35　柏原市健康福祉センター内

975-1158

976-0016

978-2025

972-3688

979-0279

○訪問介護（ホームヘルプサービス）

973-4805

979-0279

リハビリ訪問看護ステーションしおん 974-0523

971-5300

　医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復及び日常生活の
自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。

920-7163

972-0521

〇訪問リハビリテーション

ＦＡＸ番号
医療法人仁悠会介護老人保健施設　知恵の和苑 古町3-2-17 973-4805

住 所事 業 所 名

975-2533

訪問看護ステーションかしわら

事 業 所 名

らぴす介護ステーション

ヘルパーステーション和―なごみ― 大正1-3-33 rasisa、ｒ3号

968-7552

まり訪問看護ステーション 法善寺4-9-13
平野2-514-4

970-0887
977-6129

959-7505
975-0015

977-3710
970-0860

ＦＡＸ番号

976-0005

○通所リハビリテーション（デイケア）

訪問看護ステーション　四葉

アース訪問介護

田辺1-1-29
サポートセンターこころ訪問看護ステーション  

法善寺3-7-1　プチメゾンHOZENJI303

今町1-2-13-204

973-1137
971-0330

976-0096

971-1899

住 所

住 所
973-4805

050-3159-9702

978-6085
970-2172
ＦＡＸ番号

コープアイメゾン柏原（混合型）

リライフ訪問看護ステーション

古町3-2-17

訓練を受けます。

975-1158

医療法人酒井会　さかいペインクリニック

医療法人酒井会　訪問看護ステーションなごみ

医療法人仁悠会介護老人保健施設　知恵の和苑

ＦＡＸ番号

○短期入所生活介護（福祉施設のショートステイ）

977-3100

976-3512旭ケ丘4-672

ＦＡＸ番号

医療法人仁悠会介護老人保健施設　知恵の和苑

971-1899上市1-2-2　アゼリア柏原416

976-0095

国分本町2-1-15　ブランビエント101 959-8431

国分市場1-6-18 978-2025

ＦＡＸ番号

訪問介護ステーション 福来苑 今町1-4-17 983-6498
ヒトカナ 清州1-1-8 929-8822

リハビリ・訪問看護ステーションみらい

土屋訪問介護事業所　大阪柏原センター　 大県4-11-8 フラックスヒルズ101 975-5247



電話番号
979-0260
976-0090
976-0091

特別養護老人ホーム柏寿 977-5533
特別養護老人ホーム高寿 977-5533

※要支援1・2の方はご利用できません。

電話番号
977-8980
973-4801

※要支援1・2の方はご利用できません。

※要支援1・2の方は、介護予防の欄に「有」の印のある事業者のみ利用できます。

　地域密着型通所介護は、デイサービスセンター等において、日常生活訓練、健康チェック、食事や入浴などのサービスを日帰りで

電話番号
979-0330
973-5106
973-2265
973-3999
970-3860
975-2123

070-5662-6080
971-0011
943-0184
959-7504
959-9988
977-5525
976-5100
973-1540
972-1115
971-2035
920-7162

電話番号 介護予防
975-1133 有
975-0070 有
973-5105 有
970-2227 有
970-6010 有
971-1111 有
973-1188 有
976-1165 有

※介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2の方のみ利用できます。

電話番号
970-6010

電話番号 介護予防
975-2323 有

電話番号
943-1644

　日中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行います。

　地域密着型サービスは、高齢者が住みなれた地域での生活を継続するために、身近な地域ごとにサービスの拠点をつくり、

障害福祉サービスわくわく 本郷3-9-62　柏原市立自立支援センター内 971-6801

太平寺1-4-30 970-1120

日常生活上の世話、機能訓練（リハビリテーション）を行います。
　通いによるサービスを中心にして、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、入浴、排泄、食事等の介護、その他

大正3-2-33 971-7889

リップジョイ　かしわら 安堂町11-46 972-1116

住 所 ＦＡＸ番号
古町3-3-5

事 業 所 名

〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護

住 所

エイジ・コート柏原 973-0180

ＦＡＸ番号
小規模多機能型ホーム　エブリー柏原国分

住 所

○地域密着型介護老人福祉施設（定員２９名以下の特別養護老人ホーム）

970-1120

975-2324

〇小規模多機能型居宅介護

事 業 所 名

グループホームはくとう

ＦＡＸ番号

グループホーム太寿

片山町1-24 975-1134
石川町4-2

太平寺1-4-30

972-3688上市3-13-16グループホームかがやき

973-2002

事 業 所 名

グループホーム　ソラスト柏原

970-2228

玉手町18-51 978-1465
グループホーム令寿の杜

堂島町2-14

大字安堂1008番地

　認知症対応型共同生活介護は、5～9人前後の認知症高齢者が住みなれた地域で、家庭的な雰囲気の中、共同生活を送りながら

977-7058

事 業 所 名

本郷の里

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

グループホーム柏原

日常生活の介護や機能訓練を受けます。

グループホーム神田イン国分
住 所 ＦＡＸ番号

979-0279

○介護老人保健施設（老人保健施設）

事 業 所 名

976-0095

　　施設サービス

大字青谷2104-1
住 所

療養上の世話が利用できる施設です。

はくとう

○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

グリーンケア　国分市場 国分市場1-3-11

ＦＡＸ番号

国分市場1-9-45

事 業 所 名

大字高井田650-1 977-3100

ＦＡＸ番号
旭ケ丘4-672

976-0096

975-2080くまの手国分リハビリデイ
本郷5-927-3

太平寺1-3-8　アドヴァンス福力1階

デイサービスステーション四葉

970-3862大正2-8-5

ミック健康の森　柏原

デイサービスきょうこちゃんち

983-6571

事 業 所 名

972-3688上市3-13-16

　　地域密着型サービス

ＦＡＸ番号

利用します。

○地域密着型通所介護（利用定員１８人以下のデイサービス）

支援するサービスです。

979-0266
住 所

　介護老人福祉施設は、常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所し、日常生活上必要な介護、機能訓練、

ローズウッド国分

大字高井田650-1

第二好意の庭
大阪「好意の庭」

　介護老人保健施設は、症状が安定している方が、看護や介護、リハビリを中心としたサービスを利用できる施設です。

976-3512

旭ケ丘3-13-45

住 所

977-3100

デイサービスあきやまじゅく 法善寺4-336-13 973-4000

大字青谷50

安堂町1-30

971-0011河原町2-32つつみの里デイサービスセンター
943-0185

大字高井田650-1

本郷1-3-6

デイサービスみらい

旭ヶ丘好意の庭デイサービスセンター

国分市場1-6-18
デイサービスセンター高寿

978-2025

田辺1-13-13

973-1541

特別養護老人ホーム太寿

旭ケ丘3-2-3

グループホームここから柏原

977-3100

知恵の和苑

973-2365

973-4805

グリーンデル柏原デイサービスセンター
でいるーむ・かがやき

976-0016

959-7505

古町3-2-17

国分本町2-3-23　アメニティハイツ１階

こやま 法善寺4-2-27-201 920-7163

デイサービスゆうちゃん



○旧介護予防訪問介護相当サービス
　訪問介護は、ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を受けます。

※柏原市の被保険者の方が利用可能な事業所（市外所在の事業所を含む）を掲載しています。要支援１・２、事業対象者の方のみが利用できます。

（市内）

電話番号
972-6805
977-5533
979-0260
976-2276
972-3364
975-1150
978-2002
975-2500
975-2088
920-7162
943-1644
970-0086
972-2340
976-0100
975-0011
959-8788
959-8431
968-7551
978-6670
978-5377
971-5300

070-2285-5552
983-5469
929-8800

（市外）

電話番号
06-6606-8586
072-936-3515
072-915-0370
072-943-4436
072-994-9043
072-997-2331
072-992-8770
06-6776-8574
072-915-8770
06-6743-7240
072-920-1165
072-948-6607
072-951-8151
072-989-1785
072-929-9033
0742-31-9007
072-949-7221

○訪問型サービスＡ

※柏原市の被保険者の方が利用可能な事業所（市外所在の事業所を含む）を掲載しています。要支援１・２、事業対象者の方のみが利用できます。
（市内）

電話番号
979-0260
972-6805
975-1150
920-7162
970-0086
972-2340
976-2276
977-5533
975-2088
959-8788
976-0100
943-1644
972-3364
959-8431
975-2500
968-7551
978-2002
971-5300

070-2285-5552
983-5469
929-8800

訪問介護サービス ねこの手 大正2-4-21　プレジール21-202 ―

ＦＡＸ番号

―

訪問介護ステーションＨＩＢＩＳＵかしわらあねっくす 田辺2-7-100-１階

975-2501
国分本町2-3-23　アメニティハイツ１階 975-2080

大字高井田650-1

ピースケアセンター法善寺

972-3688

978-5777

920-7163

旭ケ丘1-4-35

072-936-3520

975-1158
978-2025国分市場1-6-18

大阪市阿倍野区阪南町5-25-18　オーナーズマンション阪南Ⅱ403

ヘルパーステーション和―なごみ―

らぴす介護ステーション
国分西1-4-37 マンション完洋荘104

968-7552

920-7163

979-0279

ヘルパーステーション和―なごみ― 大正1-3-33 rasisa、ｒ3号 971-5300

ヘルパーステーションおり姫

古町3-3-5
ヘルパーステーションもも太郎

ヘルパーステーションすいせん

上市3-13-16

072-997-0352

住 所事 業 所 名

959-8431

柏原寿光園ホームヘルプセンター

国分西2-1-36 オレンジハウス１　507

ヘルパーステーションオリーブ

072-915-7404

大県4-15-35　柏原市健康福祉センター内

八尾市二俣3-72

　訪問型サービスＡは、ホームヘルパー等が家庭を訪問し、介護予防を目的に、掃除・買い物・調理・洗濯などへの見守り及び
生活援助を受けます。

優来介護サービス
ヘルパーセンター福

訪問介護ステーションナービス奈良あやめ池 奈良県奈良市あやめ池北1-32-10-1 0742-31-9009

国分本町2-1-15　ブランビエント101

072-951-8989
072-989-1785

977-3710

旭ケ丘3-2-3

973-0180

976-0016
972-2341

975-1158

上市3-13-16

今町1-2-13-204
国分市場1-6-18
大正1-3-33 rasisa、ｒ3号

好意の庭ヘルパーステーション
大字青谷2104-1

976-0016

八尾市山本町北7-8-5

072-920-1165

072-915-0371

977-3710

973-0180

ヘルパーステーションオリーブ

ケア・サポートみらい

970-2173
柏原寿光園ホームヘルプセンター

有限会社介護センターかがやき

979-0279はくとうホームヘルパーステーション

大県4-15-35　柏原市健康福祉センター内ヘルパーステーションかしわら

　介護予防・生活支援サービスは、高齢者がいきいきとした生活を地域で継続できるように、多様な生活支援サービスと介護予防事業を
一体的に提供するものです。

事 業 所 名

977-3100

サポートセンターこころ

住 所

旭ケ丘3-2-3

訪問介護センターくまの手

訪問介護ステーションＨＩＢＩＳＵ柏原

ヘルパーステーションもも太郎

アース訪問介護

法善寺4-2-27　グランドール法善寺202

国分市場2-11-48-１階

ヘルパーステーションオレンジ

らぴす介護ステーション

ハロー　ライフサポート

わかばケアサービス

八尾市福万寺町南4-47-7

松本ライフケアセンター

972-2341

今町1-2-13-204 968-7552

大県4-2-3

国分市場2-9-26

国分本町2-1-15　ブランビエント101

旭ケ丘3-1-43-107

はくとうホームヘルパーステーション 大字青谷2104-1
ヘルパーステーションかしわら

八尾市志紀町1-142　ハイグレード志紀602
東大阪市金岡3-27-9　ロアール金岡Ｂ棟302

エブリーケアサービス

有限会社介護センターかがやき
アース訪問介護

971-5300
訪問介護サービスねこの手 大正2-4-21　プレジール21-202

ケアセンター柏原

古町3-3-5

970-0860

ケア・サポートみらい

訪問介護ステーション 福来苑

ＦＡＸ番号

訪問介護サービスおいで 八尾市山本町南1-2-11

オーロラステーション

977-3100

旭ケ丘3-1-43-107

好意の庭ヘルパーステーション

藤井寺市道明寺3-2-2ヘルパーステーションどうみょうじ高殿苑

事 業 所 名

太平寺1-8-3グランホームハロー内

06-6606-8587

八尾市恩智北町1-248　南棟東より１戸目

エイジケア柏原ヘルパーステーション

072-943-4820八尾市沼1-68-20

ヘルパーステーション　花笑み
優ケアセンター

ヘルパーステーションはあとふる・あい 八尾市天王寺屋5-133

972-3688
959-8431

大県4-2-3

国分本町2-3-23　アメニティハイツ１階

976-0005

大字高井田650-1

ぴーすけあ

06-6776-8575
072-992-8780

ヘルパーステーションオレンジ

住 所

訪問介護センターくまの手

ＦＡＸ番号

970-2173

072-994-9044

あぷり八尾訪問介護事業所

訪問介護ステーション 福来苑 今町1-4-17 983-6498

国分西2-1-36 オレンジハウス１　507

ケアセンター柏原 国分西1-4-37 マンション完洋荘104

ハロー　ライフサポート
ピースケアセンター法善寺

072-948-6608

羽曳野市はびきの4-6-12
06-6743-7242

大阪市天王寺区上本町8-8-3　山和ビル101

旭ケ丘1-4-35
法善寺4-2-27　グランドール法善寺202

サポートセンターこころ

くぅ。ホームケアリング

975-0015
976-0005

970-0860

今町1-4-17 983-6498

八尾市萱振町3-100-2-A101 072-929-9162

八尾市本町3-1-6

978-2025

975-2501

975-2080

ヒトカナ 清州1-1-8 929-8822

978-6672

エイジケア柏原ヘルパーステーション

ヒトカナ 清州1-1-8 929-8822

ケア21八尾志紀 八尾市志紀町1-10　ジョイフルオオイシ1号館103 072-949-7231

太平寺1-8-3グランホームハロー内

介護予防・生活支援サービス



（市外）

電話番号
072-937-5515
072-994-9043
072-915-0370
072-943-4436
072-997-2331
06-6776-8574
072-936-3515
072-915-8770
06-6743-7240
072-920-1165
072-948-6607
072-951-8151
072-989-1785
072-929-9033
0742-31-9007

○旧介護予防通所介護相当サービス

※柏原市の被保険者の方が利用可能な事業所（市外所在の事業所を含む）を掲載しています。要支援１・２、事業対象者の方のみが利用できます。

（市内）

電話番号
979-0260
977-5525
979-0330
976-0091
970-0010
973-5106
973-2265
973-0011
975-2300
975-2123

070-5662-6080
971-0011
970-6220
943-0184
959-9988
970-3860
976-5100

973-1540
940-7045
920-7162

（市外）

電話番号
072-488-7739
072-957-1764
072-950-0157
072-930-3788
072-930-4126
072-936-3515
072-939-5332
072-979-7701
072-928-0230
072-948-6511
072-940-5600
072-928-0313
072-949-1521
072-943-0018
072-943-3648
072-992-1510
072-948-5345
072-928-4906
072-993-1231
072-949-5911
0745-33-3335
072-959-8282
072-931-0101
072-941-5755
072-933-1241
072-924-2468
06-7492-4768夕陽紅デイサービス 東大阪市金岡4-13-2-102 06-7492-6559

デイサービスセンターやまぶき 八尾市東山本新町1-9-24 072-924-2458

訪問介護ステーションナービス奈良あやめ池 奈良県奈良市あやめ池北1-32-10-1 0742-31-9009

072-941-5765

松本デイサービスセンター

072-939-5334

デイサービスセンターピュア

072-928-0231

事 業 所 名

デイサービスセンターあすくの里

ＦＡＸ番号

072-936-3520

072-993-1222

八尾市中田3-44

072-957-1875

デイサービスステップ

訪問介護ホープス

大県4-10-4

医療法人幸晴会こうせい苑デイサービスセンター

古町2-9-5 940-7245リハビリデイサービスりんごの樹

老原デイサービスセンター愛の輪

大字青谷50

国分デイサービスセンター愛の輪

つつみの里デイサービスセンター

0745-33-3336

ミック健康の森　柏原

デイサービスセンター高寿

太平寺1-3-8　アドヴァンス福力1階
978-2025
970-3862

青山デイサービス道明寺

藤井寺市小山7-1-5

藤井寺市道明寺3-2-2

デイサービスあぷりFor　Healthy　Life

デイサービスセンター中田2号館

八尾市太田7-55-6　2F
かがやきデイサービス八尾恩智

072-930-6566

072-948-6514

072-952-8847

大字高井田650-1

らいおんデイサービスセンター柏原

ハローデイサービスセンター本郷

国分市場1-6-18

本郷の里

デイサービスぶどうの家

072-943-4820

943-0185

983-6571

970-0055

八尾市北木の本5-6-1

072-959-8285

072-928-0318

072-992-0033

072-949-5922

072-943-0017
072-949-4337

八尾市郡川2-33-1
東大阪市横小路町2-2-7

八尾市弓削町2-25-10

072-931-0102

973-5556

979-0266

　旧介護予防通所介護相当サービスは、デイサービスセンター等において、生活機能向上のための機能訓練、健康チェック、
食事や入浴などのサービスを日帰りで利用します。

はくとうデイサービスセンター

第二好意の庭デイサービスセンター

でいるーむ・かがやき

本郷2-5-3

優ケアセンター

旭ヶ丘好意の庭デイサービスセンター

072-950-0158

072-488-7124

976-0016

973-1541本郷1-3-6

977-3100

ＦＡＸ番号

デイサービスステーション四葉

医療法人幸晴会デイサービスセンター中谷

デイサービスセンター楽寿

八尾市恩智中町2-154-6

八尾市神宮寺1-154

八尾市恩智北町1-248 南棟東より1戸目

くまの手国分リハビリデイ

八尾市沼1-68-20

大字青谷2104-1 979-0279

072-915-0371

八尾市山本町北7-8-5

羽曳野市伊賀3-18-1

072-920-1165

975-2080

デイサービスみらい
デイサービスきょうこちゃんち 大正2-8-5

わかばケアサービス

大阪市天王寺区上本町8-8-3山和ビル101
ヘルパーステーションどうみょうじ高殿苑

事 業 所 名 住 所

デイサービスつるかめリハビリ処

デイセンターリハビリプラザ小山

藤井寺市道明寺5-3-11
藤井寺市惣社2-6-17

ムグンファ
八尾市志紀町南3-180

デイサービスセンタービオスの丘三郷

藤井寺市野中1-44-11

072-948-5345

奈良県生駒郡三郷町信貴南畑1-7-26

わかばデイサービス

貝塚市小瀬389-1

こやま

旭ケ丘3-2-3

田辺1-13-12

八尾市八尾木北5-107-2
かがやきデイサービス八尾南本町

971-0011
970-6352

国分本町2-3-23　アメニティハイツ１階

住 所

八尾市老原1-61-3
藤井寺市藤井寺2-5-4NTT藤井寺ビル１階

072-943-3606

072-940-5603

976-0096

973-2365

本郷5-927-3
河原町2-32

975-2301

八尾市志紀町3-30

972-3688

羽曳野市飛鳥11

デイサービスセンターどうみょうじ高殿苑

羽曳野市駒ヶ谷404

072-933-0470

072-930-1188

ツクイ八尾弓削

072-928-4909八尾市南本町1-1-40
八尾市沼1-68-20

藤井寺市大井5-1-13

グリーンデル柏原デイサービスセンター
国分市場1-9-45

ハローデイサービスセンター

デイサービスゆうちゃん
上市3-13-16
太平寺2-8-46

安堂町1-30

くぅ。ホームケアリング 八尾市萱振町3-100-2-A101
072-989-1785八尾市福万寺町南4-47-7

八尾市二俣3-72 072-951-8989

072-929-9162

オーロラステーション
あぷり八尾訪問介護事業所 八尾市志紀町1-142　ハイグレード志紀602

072-936-3520藤井寺市道明寺3-2-2

東大阪市金岡3-27-9　ロアール金岡Ｂ棟302

ヘルパーセンター福

八尾市天王寺屋5-133 072-948-6608
優来介護サービス
ヘルパーステーションはあとふる・あい

06-6743-7242

ＦＡＸ番号

072-997-0352

事 業 所 名 住 所
072-937-5520

06-6776-8575
ヘルパーステーションすいせん

エブリーケアサービス 八尾市本町3-1-6 072-994-9044
ぴーすけあ

法善寺4-2-27-201 920-7163

デイサービスゆうちゃん東大阪店

デイセンターリハビリプラザ藤井寺

デイサービスセンター第２ひかり

リハビリデイサービスひらき

ヘルパーステーション　花笑み 羽曳野市はびきの4-6-12 072-915-7404



○通所型サービスＡ

※柏原市の被保険者の方が利用可能な事業所（市外所在の事業所を含む）を掲載しています。要支援１・２、事業対象者の方のみが利用できます。

（市内）

電話番号
975-2300
971-0011
970-3860
976-5100
975-2123
973-1540
973-5106
973-2265
976-0091
920-7162

（市外）

電話番号
072-928-0230
072-950-0157
0745-33-3335
072-933-1241デイサービスゆうちゃん東大阪店 東大阪市横小路町2-2-7 072-933-0470

デイサービスセンタービオスの丘三郷 奈良県生駒郡三郷町信貴南畑1-7-26 0745-33-3336

第二好意の庭デイサービスセンター 国分市場1-9-45 976-0096

つつみの里デイサービスセンター

安堂町1-30
972-3688

旭ケ丘3-2-3
大正2-8-5

ＦＡＸ番号

973-1541

971-0011河原町2-32

旭ヶ丘好意の庭デイサービスセンター

田辺1-13-12

本郷1-3-6

975-2301

デイサービスきょうこちゃんち

くまの手国分リハビリデイ 975-2080

デイサービスぶどうの家 羽曳野市駒ヶ谷404
八尾市老原1-61-3

事 業 所 名 住 所

本郷の里

ＦＡＸ番号
老原デイサービスセンター愛の輪

上市3-13-16
デイサービスゆうちゃん

事 業 所 名

072-950-0158

でいるーむ・かがやき

国分本町2-3-23　アメニティハイツ１階

072-928-0231

976-0016

973-2365

住 所

　通所型サービスＡは、軽度認知症高齢者や閉じこもり高齢者等が、デイサービスセンターにおいて、日常生活上の支援を受け
つつ、運動・レクリエーションに参加するサービスです

970-3862

こやま 法善寺4-2-27-201 920-7163

国分デイサービスセンター愛の輪


