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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい
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申請者－名称 事業所－名称 事業所－郵便番号 事業所－住所 区名 事業所－電話番号 事業所－FAX番号 サービス種類 事業所番号 指定年月日 対象-身体障害者 対象-知的障害者 対象-障害児 対象-精神障害者

合同会社　雅亜グループ 訪問介護サービス笑顔の扉 590-0007 堺市堺区北庄町一丁2番6号 堺区 072-267-4276 072-268-2030 居宅介護 2716001751 平成27年5月1日 あり あり あり あり
合資会社　パラメディカル 愛の手 590-0011 堺市堺区香ケ丘町四丁1番15号 堺区 072-228-5239 072-228-1521 居宅介護 2716000027 平成18年10月1日 あり あり あり あり
合同会社　ラッシュプレミア 優ヘルパーステーション 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁9-26 堺区 072-222-5050 072-222-5060 居宅介護 2716002080 平成29年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　やすらぎ倶楽部 やすらぎ倶楽部ヘルパーステーション浅香山 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁4番1号　太井ビル1Ｆ 堺区 072-222-5333 072-222-5444 居宅介護 2716002411 平成30年10月1日 あり なし なし なし
有限会社　アポプロモート 介護サービスステーションすずらん浅香山 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁13番20号 堺区 072-282-4877 072-282-4878 居宅介護 2716000100 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　仁愛 仁愛ケアサービス 590-0012 堺市堺区浅香山町二丁4番24号 堺区 072-205-5306 072-205-5316 居宅介護 2716002106 平成29年4月1日 あり あり あり あり
合同会社　昭 ヘルパーステーション未知 590-0012 堺市堺区浅香山町三丁2番3号　サンハイツ201号室 堺区 072-204-3991 072-204-3991 居宅介護 2716002957 令和3年11月1日 あり あり あり あり
株式会社　Ｆｉｎｅ ファインケアサービス 590-0014 堺市堺区田出井町1番3-2605号 堺区 072-370-7152 072-370-7152 居宅介護 2716002999 令和4年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターベルマージュ堺 590-0014 堺市堺区田出井町1番2-100号　ベルマージュ堺弐番館 堺区 072-282-8033 072-282-8871 居宅介護 2716000571 平成19年9月1日 あり あり あり あり
有限会社　たいよう たいよう 590-0018 堺市堺区今池町一丁4番11号 堺区 072-232-4137 072-226-1332 居宅介護 2716000993 平成23年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　ケア２１ ケア２１堺 590-0021 堺市堺区北三国ケ丘町八丁8番15号　ＤＩＥ　ＫＡＢＩＮＥ３階Ｇ号室 堺区 072-282-0521 072-282-0621 居宅介護 2716001009 平成23年7月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　エール エール・ジャパン 590-0021 堺市堺区北三国ケ丘町一丁1番37号　メゾン三国ヶ丘101号 堺区 072-224-2700 072-224-2770 居宅介護 2716000084 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　Ｓｔｅｌｌａ ハロー介護ステーション 590-0023 堺市堺区南三国ケ丘町六丁5番15号 堺区 072-275-7365 072-275-7366 居宅介護 2716001140 平成24年3月1日 あり あり あり あり
ＩＤＤ　合同会社 桜花ケアサポート 590-0024 堺市堺区向陵中町四丁6番3号　第１三国ヶ丘コーポ302号室 堺区 072-275-9287 072-275-9287 居宅介護 2716002205 平成29年11月1日 あり あり あり あり
合同会社　Ａ・Ｓ・Ｓ ｉスマイル訪問介護ステーション 590-0024 堺市堺区向陵中町四丁4-32　チボリビル3階 堺区 072-370-0128 072-350-3085 居宅介護 2716002031 平成28年10月1日 あり あり あり あり
照恵商事　株式会社 ケアプラスヘルパーステーション 590-0024 堺市堺区向陵中町六丁6番1号 堺区 072-259-4622 072-259-6890 居宅介護 2716000902 平成22年5月1日 あり あり あり あり
ＮＰＯ法人　こかげ ケアサポートこかげ 590-0025 堺市堺区向陵東町二丁2番16号　第2仁徳マンション2号室 堺区 072-349-3880 072-349-3881 居宅介護 2716001660 平成26年12月1日 あり あり あり あり
株式会社　ディグリス 堺北訪問介護支援センター 590-0025 堺市堺区向陵東町三丁8番46号　カズトビル3階 堺区 072-250-5300 072-250-5320 居宅介護 2716000191 平成18年10月1日 あり あり なし あり
しんあい　株式会社 心あい三国ヶ丘 590-0026 堺市堺区向陵西町三丁5-31　メゾンドＭⅡ202号 堺区 072-275-7783 072-275-7883 居宅介護 2716002783 令和2年12月1日 あり あり あり あり
株式会社　ケア２１ ケア２１三国ヶ丘 590-0026 堺市堺区向陵西町四丁1番6号　三国ヶ丘マンション2階3号室 堺区 072-238-5021 072-238-5121 居宅介護 2716001702 平成27年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　とまと とまとケアサービス 590-0026 堺市堺区向陵西町四丁11番15号　ブライトン三国ヶ丘102号室 堺区 072-275-7224 072-275-7225 居宅介護 2716001116 平成24年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　優良館 ななケアサポート 590-0026 堺市堺区向陵西町一丁1-1 堺区 072-225-2330 072-225-2331 居宅介護 2716001074 平成23年11月1日 あり あり あり あり
合同会社　ふくる ふくる介護相談所 590-0026 堺市堺区向陵西町1丁3番5号　ドリームハイツ105号 堺区 072-228-5602 072-228-5603 居宅介護 2716001983 平成28年7月1日 あり あり なし あり
有限会社　アバプロジェクト アバプロジェクト 590-0026 堺市堺区向陵西町二丁1番35号 堺区 072-224-5501 072-224-5505 居宅介護 2716001397 平成25年3月1日 あり あり なし あり
マザーグース　有限会社 マザーグース有限会社 590-0045 堺市堺区四条通5番23号　第５和伸ビル201号 堺区 072-222-3252 072-223-7793 居宅介護 2716000977 平成23年5月1日 あり あり あり あり
シャローム　株式会社 やすらぎの介護シャローム大仙 590-0048 堺市堺区一条通3番2号 堺区 072-224-7200 072-224-7705 居宅介護 2716001355 平成24年12月1日 あり なし なし なし
一般社団法人　朋友会 訪問介護事業所ふれんど 590-0048 堺市堺区一条通19番23号 堺区 072-225-0355 072-225-0375 居宅介護 2716002981 令和4年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　ライフサポートマドンナ 株式会社ライフサポートマドンナ 590-0048 堺市堺区一条通11番25号　ライズＯＴＭビル301号 堺区 072-232-3378 072-232-3398 居宅介護 2716000746 平成21年3月1日 あり あり あり あり
合同会社アムール アムールケア堺 590-0048 堺市堺区一条通15-21　大成マンション1F 堺区 072-224-8055 072-224-8056 居宅介護 2716002262 平成30年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＹＯＳＨＩ アイミィライフサポート訪問介護 590-0051 堺市堺区幸通3番17号　2Ｆ 堺区 072-245-9677 072-245-9677 居宅介護 2716001124 平成24年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　アニスト アニストヘルパーステーション御陵 590-0057 堺市堺区御陵通1番6号 堺区 072-238-2980 居宅介護 2716002619 令和1年8月1日 あり なし なし あり
オムニクス　株式会社 つくしの会訪問介護センター 590-0061 堺市堺区翁橋町一丁9番15号 堺区 072-238-4332 072-238-4338 居宅介護 2716000225 平成18年10月1日 あり あり あり あり
合同会社　あすかウィングス アシストライフアルク 590-0061 堺市堺区翁橋町一丁10番14号　アルデビル1階 堺区 072-275-7760 072-269-4041 居宅介護 2716003005 令和4年4月1日 あり あり あり あり
泉南　生活協同組合 オレンジコープ堺東 590-0062 堺市堺区北安井町2番6号 堺区 072-225-5515 072-225-5516 居宅介護 2716000837 平成22年3月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　悠人会 ベルタウンヘルパーステーション 590-0064 堺市堺区南安井町三丁1番1号 堺区 072-221-7089 072-221-7099 居宅介護 2716002882 令和3年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　ネクティス 居宅介護ステーションシエスタ堺 590-0066 堺市堺区賑町二丁1番28　賑町ハイツ103号 堺区 070-1850-0129 06-6676-6003 居宅介護 2716002858 令和3年3月1日 あり あり あり あり
株式会社　四つ葉 萌木訪問介護サービス 590-0074 堺市堺区北花田口町一丁2番15-603号 堺区 072-223-6467 072-233-5332 居宅介護 2716002841 令和3年3月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＮＯＲＴＨ　ＳＩＤＥ ゆい訪問介護サービス堺東 590-0077 堺市堺区中瓦町一丁2-5 堺区 072-282-7881 072-282-7882 居宅介護 2716002593 令和1年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺東 590-0077 堺市堺区中瓦町一丁1番21号　堺東八幸ビル3階 堺区 072-226-0106 072-226-0107 居宅介護 2716000043 平成18年10月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　トラスト あすか介護サービス 590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号　グラン･ビルド堺東403号 堺区 072-268-2213 072-228-8112 居宅介護 2716000480 平成19年3月1日 あり あり あり あり
株式会社　くれよん ヘルパーステーション薫風 590-0079 堺市堺区新町1番26号　リュウパレス201号 堺区 072-256-4539 072-256-4529 居宅介護 2716301193 平成27年11月1日 あり あり あり あり
株式会社　楽都 あおい 590-0079 堺市堺区新町1番20号　リノ堺東4階 堺区 072-223-7007 072-223-7008 居宅介護 2716002973 令和4年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　青いりんご 介護センター青いりんご 590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町一丁79番地2 堺区 072-243-3477 072-243-3478 居宅介護 2716000563 平成19年7月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　サライ福祉会 サポートサライ 590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町二丁237番地1 堺区 072-247-3373 072-247-3372 居宅介護 2716001421 平成25年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺緑ヶ丘 590-0805 堺市堺区緑ケ丘中町一丁4番30号 堺区 072-244-0265 072-244-0266 居宅介護 2716000696 平成20年7月1日 あり なし あり なし
合同会社　ＳＵＭＭＥＲ ヘルパーステーションゆず友 590-0807 堺市堺区旭ヶ丘南町三丁2番2号 堺区 072-241-8080 072-241-8080 居宅介護 2716002866 令和3年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ほのぼのステーション 特定非営利活動法人ほのぼのステーション 590-0807 堺市堺区旭ケ丘南町一丁3番23号 堺区 072-244-3656 072-244-3656 居宅介護 2716000258 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　裕々 ヘルパーステーション幹々 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町二丁1-10-101 堺区 072-244-8887 0072-247-7566 居宅介護 2716001686 平成27年1月1日 あり あり あり あり
社会医療法人　同仁会 耳原ヘルパーステーションともうず老松 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町二丁1-7 堺区 072-245-2990 072-245-2991 居宅介護 2716000639 平成19年11月1日 あり あり あり あり
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一般社団法人　ＣｒｏｓｓＬｉｎｋ クロスロードケア 590-0809 堺市堺区旭ヶ丘北町一丁2番11号　第3和伸ビル201 堺区 072-245-6023 072-245-6023 居宅介護 2716002833 令和3年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター津久野 590-0813 堺市堺区神石市之町16番25号　ＦＯＣＴファーストビル 堺区 072-267-6525 072-266-5271 居宅介護 2716000860 平成22年4月1日 あり あり あり あり
有限会社　信 あいヘルパーステーション神石 590-0813 堺市堺区神石市之町4番22号2 堺区 072-275-6601 072-275-6602 居宅介護 2716001629 平成26年9月1日 あり あり なし あり
ＭＭＲ泉　株式会社 訪問介護恵乃郷 590-0814 堺市堺区石津町三丁14番3号 堺区 072-280-2021 072-280-2022 居宅介護 2716002932 令和3年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　ビオネスト 訪問介護ステーション笑楽石津 590-0814 堺市堺区石津町三丁14番54号 堺区 072-350-3900 072-350-3899 居宅介護 2716002429 平成30年11月1日 あり あり あり あり
合同会社　ドリーム＆エボォルブ 七福神ケアステーション 590-0814 堺市堺区石津町三丁1番1号 堺区 072-245-2560 072-245-2561 居宅介護 2716001959 平成28年5月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　堺中央共生会 愛らいふホームヘルパー派遣 590-0822 堺市堺区協和町三丁128番地11 堺区 072-245-3711 072-245-3322 居宅介護 2716000035 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　エルダーエイド 株式会社エルダーエイド 590-0823 堺市堺区石津北町93番地1 堺区 072-280-5028 072-280-5086 居宅介護 2716001462 平成25年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　けやきサポート けやきサポート 590-0825 堺市堺区昭和通四丁61 堺区 072-242-3063 072-242-3065 居宅介護 2716001157 平成24年3月1日 あり なし あり なし
株式会社　ライフケア・ビジョン ハッピースタッフ堺 590-0825 堺市堺区昭和通一丁7番地3 堺区 072-243-7752 072-143-7751 居宅介護 2716003021 令和4年4月1日 あり あり なし あり
ＭＭＲ泉株式会社 訪問介護ステーションめぐみ 590-0827 堺市堺区春日通四丁23番21号 堺区 072-280-3718 072-280-3788 居宅介護 2716002320 平成30年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　ナイスサポート ふっき自立支援サービス 590-0829 堺市堺区東湊町三丁222-3 堺区 072-275-8086 072-275-8087 居宅介護 2716500281 平成18年12月1日 あり あり あり なし
株式会社　ＭＪクオリティ ケアクオリティ・うららか 590-0834 堺市堺区出島町五丁6番17号 堺区 072-244-6216 072-244-6217 居宅介護 2716002023 平成28年10月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　きずなの会 ケアステーションきずなの会 590-0835 堺市堺区西湊町六丁4番3号 堺区 072-243-7600 072-243-7608 居宅介護 2716000167 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　幸寿苑 訪問介護ステーションらくらく幸寿苑くすのき 590-0836 堺市堺区楠町一丁3番20号 堺区 072-244-2688 072-244-2681 居宅介護 2716002494 平成31年3月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　風の馬 ペガサスヘルパーセンター雅老園 590-0836 堺市堺区楠町二丁1番20号 堺区 072-245-8801 072-245-8802 居宅介護 2716002171 平成29年9月1日 あり なし あり あり
有限会社　ひかり 有限会社ひかり 590-0837 堺市堺区柏木町一丁1番16号 堺区 072-245-5455 072-243-0723 居宅介護 2716000365 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター七道 590-0906 堺市堺区三宝町四丁254番地1　オーエフシー三宝ビル203号室 堺区 072-225-0617 072-222-0378 居宅介護 2716002635 令和1年9月1日 あり あり あり あり
ＡＳ合同会社 福祉サービス花笑み 590-0924 堺市堺区桜之町東二丁1番9号 堺区 072-275-9121 072-275-9121 居宅介護 2716002536 平成31年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　ライフメイト ゆうあいケアセンター 590-0925 堺市堺区綾之町東一丁3-32 堺区 072-223-5963 072-223-5964 居宅介護 2716000332 平成18年10月1日 あり あり あり あり
有限会社　ひまわり訪問介護サービス ひまわり訪問介護サービス 590-0928 堺市堺区北旅籠町西一丁1番24号 堺区 072-224-2442 072-224-2448 居宅介護 2716000274 平成18年10月1日 あり あり あり あり
メディカルムーブメント　株式会社 ケアセンターつばき 590-0933 堺市堺区柳之町東一丁1-7　KOKOレジデンス　A303 堺区 072-275-7761 072-275-7762 居宅介護 2716001223 平成24年4月1日 あり なし なし なし
日清住宅サービス　株式会社 やすらぎのオレンジ館堺営業所 590-0936 堺市堺区宿屋町東一丁1番4号 堺区 072-226-1165 072-226-1187 居宅介護 2716001017 平成23年8月1日 あり あり あり あり
コスモスフィーカ　株式会社 フィーカ堺 590-0944 堺市堺区櫛屋町東二丁2番6-101号室 堺区 072-232-8281 072-232-8280 居宅介護 2716002130 平成29年7月1日 あり あり あり あり
有限会社　Ｍ２ サンテケア 590-0945 堺市堺区戎之町東一丁1-21　２階 堺区 072-223-0711 072-223-0713 居宅介護 2716001058 平成23年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　倉本 ピーチケアステーション 590-0946 堺市堺区熊野町東三丁2-17　太陽ハイツ101号 堺区 072-229-6800 072-229-6801 居宅介護 2716001611 平成26年8月1日 あり あり あり あり
有限会社　甲斐町ケアサービス 甲斐町ケアサービス 590-0950 堺市堺区甲斐町西二丁2番35号 堺区 072-221-2436 072-221-2437 居宅介護 2716002528 平成31年4月1日 あり あり あり あり
有限会社　アポプロモート 介護サービスステーションすずらん 590-0953 堺市堺区甲斐町東二丁1番14号　Ｇ-wicビル3階 堺区 072-228-9551 072-226-6789 居宅介護 2716000399 平成18年10月1日 あり あり あり あり
コアプラン　株式会社 ケアコート 590-0954 堺市堺区大町東三丁2番6号202号室 堺区 070-1393-1396 06-6776-2634 居宅介護 2716002817 令和3年1月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　天照会 はるのヘルパーステーション 590-0954 堺市堺区大町東三丁1番12号 堺区 072-282-7622 072-282-7623 居宅介護 2716002189 平成29年10月1日 あり あり なし あり
三和機電工業　株式会社 介護支援グループさんらい 590-0955 堺市堺区宿院町東ニ丁2番15号さんらいビル1Ｆ 堺区 072-282-6812 072-222-6356 居宅介護 2716000118 平成18年10月1日 あり あり あり あり
エルケア　株式会社 エルケア株式会社エルケア宿院ケアセンター 590-0960 堺市堺区少林寺町西一丁1-10 堺区 072-232-7721 072-232-7722 居宅介護 2716001348 平成24年12月1日 あり あり あり あり
合同会社　ライズケア 訪問介護ライズケア 590-0960 堺市堺区少林寺町西一丁1番8号　ＰＳＧビル403号室 堺区 072-221-5566 072-221-5567 居宅介護 2716002825 令和3年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　森本工務店 すずな介護サービス 590-0962 堺市堺区寺地町東四丁1-8　寺地マンション101号室 堺区 072-269-4151 072-269-4153 居宅介護 2716002874 令和3年4月1日 あり あり あり あり
有限会社　木の実 木の実ヘルパーステーション 590-0964 堺市堺区新在家町東二丁1番2号　新在家141　102号 堺区 072-223-5576 072-223-5578 居宅介護 2716000803 平成21年10月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＫＹＮ 訪問介護ステーション悠 590-0965 堺市堺区南旅篭町東一丁2番2号 堺区 072-282-7770 072-282-7535 居宅介護 2716001371 平成25年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺 590-0972 堺市堺区竜神橋町一丁2番16号　山久ビル2階Ｂ号 堺区 072-226-0313 072-226-0314 居宅介護 2716000589 平成19年9月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＣＡＲＥ　ＰＯＷＥＲ ＷＡＷＡスポ 590-0972 堺市堺区竜神橋町二丁1番17号　ルミライズ堺501 堺区 072-249-0276 072-249-0276 居宅介護 2716002890 令和3年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　ビオネスト 訪問介護ステーション笑楽堺 590-0973 堺市堺区住吉橋町二丁1番12号 堺区 072-350-3823 072-350-3824 居宅介護 2716001975 平成28年7月1日 あり あり あり あり
有限会社　あすか訪問介護センター サカイあすか訪問介護センター 590-0973 堺市堺区住吉橋町一丁2番12号 堺区 072-227-0113 072-227-0135 居宅介護 2716000183 平成18年10月1日 あり あり あり なし
えんじぇる　株式会社 えんじぇる訪問介護 590-0974 堺市堺区大浜北町二丁4番21号 堺区 072-229-9246 072-242-6622 居宅介護 2716001314 平成24年11月1日 あり あり あり あり
株式会社　自他利 いきいきヘルパーステーション 590-0974 堺市堺区大浜北町三丁10番16号 堺区 072-225-1619 072-225-1617 居宅介護 2716000522 平成19年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　都エンタープライズ 介護支援センターみやこ堺 590-0974 堺市堺区大浜北町三丁11-18 堺区 072-223-0555 072-223-3933 居宅介護 2716300310 平成19年9月1日 あり あり あり あり
有限会社　あすなろ 訪問介護ステーションあすなろ 590-0974 堺市堺区大浜北町三丁4番2-1001号 堺区 072-222-1026 072-222-1016 居宅介護 2716000290 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ジョイ・オブ・ライフ ジョイ・オブ・ライフ 590-0982 堺市堺区海山町三丁145　シャトー川庄200号 堺区 072-232-2014 072-232-2015 居宅介護 2716002809 令和3年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　ヒロコーポレーション 海山町ヘルパーステーション 590-0982 堺市堺区海山町三丁154-4 堺区 072-232-0777 072-232-0789 居宅介護 2716002304 平成30年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　わいわい すけさんケアセンター 590-0982 堺市堺区海山町一丁31番10号 堺区 072-320-8014 072-320-8074 居宅介護 2716001264 平成24年7月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　堺福祉会 ハートピア堺ヘルパーステーション 590-0982 堺市堺区海山町三丁150番地1 堺区 072-222-8080 072-222-8778 居宅介護 2716000266 平成18年10月1日 あり あり あり なし
株式会社　ＬＡＵＧＨ　ＪＯＹ ライブリーケアステーション堺 590-0985 堺市堺区戎島町二丁53番地1　キッコービル203号室 堺区 072-275-6422 072-248-8332 居宅介護 2716002908 令和3年7月1日 あり あり なし あり
合同会社　雅亜グループ 訪問介護サービス笑顔の扉 590-0007 堺市堺区北庄町一丁2番6号 堺区 072-267-4276 072-268-2030 重度訪問介護 2716001751 平成27年5月1日 あり あり なし あり
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令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

合資会社　パラメディカル 愛の手 590-0011 堺市堺区香ケ丘町四丁1番15号 堺区 072-228-5239 072-228-1521 重度訪問介護 2716000027 平成18年10月1日 あり あり なし あり
合同会社　ラッシュプレミア 優ヘルパーステーション 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁9-26 堺区 072-222-5050 072-222-5060 重度訪問介護 2716002080 平成29年4月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　やすらぎ倶楽部 やすらぎ倶楽部ヘルパーステーション浅香山 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁4番1号　太井ビル1Ｆ 堺区 072-222-5333 072-222-5444 重度訪問介護 2716002411 平成30年10月1日 あり なし なし なし
有限会社　アポプロモート 介護サービスステーションすずらん浅香山 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁13番20号 堺区 072-282-4877 072-282-4878 重度訪問介護 2716000100 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　仁愛 仁愛ケアサービス 590-0012 堺市堺区浅香山町二丁4番24号 堺区 072-205-5306 072-205-5316 重度訪問介護 2716002106 平成29年4月1日 あり あり なし あり
合同会社　昭 ヘルパーステーション未知 590-0012 堺市堺区浅香山町三丁2番3号　サンハイツ201号室 堺区 072-204-3991 072-204-3991 重度訪問介護 2716002957 令和3年11月1日 あり あり なし あり
株式会社　Ｆｉｎｅ ファインケアサービス 590-0014 堺市堺区田出井町1番3-2605号 堺区 072-370-7152 072-370-7152 重度訪問介護 2716002999 令和4年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターベルマージュ堺 590-0014 堺市堺区田出井町1番2-100号　ベルマージュ堺弐番館 堺区 072-282-8033 072-282-8871 重度訪問介護 2716000571 平成19年9月1日 あり あり なし あり
有限会社　たいよう たいよう 590-0018 堺市堺区今池町一丁4番11号 堺区 072-232-4137 072-226-1332 重度訪問介護 2716000993 平成23年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　ケア２１ ケア２１堺 590-0021 堺市堺区北三国ケ丘町八丁8番15号　ＤＩＥ　ＫＡＢＩＮＥ３階Ｇ号室 堺区 072-282-0521 072-282-0621 重度訪問介護 2716001009 平成23年7月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　エール エール・ジャパン 590-0021 堺市堺区北三国ケ丘町一丁1番37号　メゾン三国ヶ丘101号 堺区 072-224-2700 072-224-2770 重度訪問介護 2716000084 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　Ｓｔｅｌｌａ ハロー介護ステーション 590-0023 堺市堺区南三国ケ丘町六丁5番15号 堺区 072-275-7365 072-275-7366 重度訪問介護 2716001140 平成24年3月1日 あり あり なし あり
ＩＤＤ　合同会社 桜花ケアサポート 590-0024 堺市堺区向陵中町四丁6番3号　第１三国ヶ丘コーポ302号室 堺区 072-275-9287 072-275-9287 重度訪問介護 2716002205 平成29年11月1日 あり あり なし あり
合同会社　Ａ・Ｓ・Ｓ ｉスマイル訪問介護ステーション 590-0024 堺市堺区向陵中町四丁4-32　チボリビル3階 堺区 072-370-0128 072-350-3085 重度訪問介護 2716002031 平成28年10月1日 あり あり なし あり
照恵商事　株式会社 ケアプラスヘルパーステーション 590-0024 堺市堺区向陵中町六丁6番1号 堺区 072-259-4622 072-259-6890 重度訪問介護 2716000902 平成22年5月1日 あり あり なし あり
ＮＰＯ法人　こかげ ケアサポートこかげ 590-0025 堺市堺区向陵東町二丁2番16号　第2仁徳マンション2号室 堺区 072-349-3880 072-349-3881 重度訪問介護 2716001660 平成26年12月1日 あり あり なし あり
株式会社　ディグリス 堺北訪問介護支援センター 590-0025 堺市堺区向陵東町三丁8番46号　カズトビル3階 堺区 072-250-5300 072-250-5320 重度訪問介護 2716000191 平成18年10月1日 あり あり なし あり
しんあい　株式会社 心あい三国ヶ丘 590-0026 堺市堺区向陵西町三丁5-31　メゾンドＭⅡ202号 堺区 072-275-7783 072-275-7883 重度訪問介護 2716002783 令和2年12月1日 あり あり なし あり
株式会社　ケア２１ ケア２１三国ヶ丘 590-0026 堺市堺区向陵西町四丁1番6号　三国ヶ丘マンション2階3号室 堺区 072-238-5021 072-238-5121 重度訪問介護 2716001702 平成27年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　とまと とまとケアサービス 590-0026 堺市堺区向陵西町四丁11番15号　ブライトン三国ヶ丘102号室 堺区 072-275-7224 072-275-7225 重度訪問介護 2716001116 平成24年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　優良館 ななケアサポート 590-0026 堺市堺区向陵西町一丁1-1 堺区 072-225-2330 072-225-2331 重度訪問介護 2716001074 平成23年11月1日 あり あり なし あり
合同会社　ふくる ふくる介護相談所 590-0026 堺市堺区向陵西町1丁3番5号　ドリームハイツ105号 堺区 072-228-5602 072-228-5603 重度訪問介護 2716001983 平成28年7月1日 あり あり なし あり
有限会社　アバプロジェクト アバプロジェクト 590-0026 堺市堺区向陵西町二丁1番35号 堺区 072-224-5501 072-224-5505 重度訪問介護 2716001397 平成25年3月1日 あり あり なし あり
マザーグース　有限会社 マザーグース有限会社 590-0045 堺市堺区四条通5番23号　第５和伸ビル201号 堺区 072-222-3252 072-223-7793 重度訪問介護 2716000977 平成23年5月1日 あり あり なし あり
シャローム　株式会社 やすらぎの介護シャローム大仙 590-0048 堺市堺区一条通3番2号 堺区 072-224-7200 072-224-7705 重度訪問介護 2716001355 平成24年12月1日 あり なし なし なし
一般社団法人　朋友会 訪問介護事業所ふれんど 590-0048 堺市堺区一条通19番23号 堺区 072-225-0355 072-225-0375 重度訪問介護 2716002981 令和4年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　ライフサポートマドンナ 株式会社ライフサポートマドンナ 590-0048 堺市堺区一条通11番25号　ライズＯＴＭビル301号 堺区 072-232-3378 072-232-3398 重度訪問介護 2716000746 平成21年3月1日 あり あり なし あり
合同会社アムール アムールケア堺 590-0048 堺市堺区一条通15-21　大成マンション1F 堺区 072-224-8055 072-224-8056 重度訪問介護 2716002262 平成30年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＹＯＳＨＩ アイミィライフサポート訪問介護 590-0051 堺市堺区幸通3番17号　2Ｆ 堺区 072-245-9677 072-245-9677 重度訪問介護 2716001124 平成24年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　アニスト アニストヘルパーステーション御陵 590-0057 堺市堺区御陵通1番6号 堺区 072-238-2980 重度訪問介護 2716002619 令和1年8月1日 あり なし なし あり
オムニクス　株式会社 つくしの会訪問介護センター 590-0061 堺市堺区翁橋町一丁9番15号 堺区 072-238-4332 072-238-4338 重度訪問介護 2716000225 平成18年10月1日 あり あり なし あり
合同会社　あすかウィングス アシストライフアルク 590-0061 堺市堺区翁橋町一丁10番14号　アルデビル1階 堺区 072-275-7760 072-269-4041 重度訪問介護 2716003005 令和4年4月1日 あり あり なし あり
泉南　生活協同組合 オレンジコープ堺東 590-0062 堺市堺区北安井町2番6号 堺区 072-225-5515 072-225-5516 重度訪問介護 2716000837 平成22年3月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　悠人会 ベルタウンヘルパーステーション 590-0064 堺市堺区南安井町三丁1番1号 堺区 072-221-7089 072-221-7099 重度訪問介護 2716002882 令和3年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　ネクティス 居宅介護ステーションシエスタ堺 590-0066 堺市堺区賑町二丁1番28　賑町ハイツ103号 堺区 070-1850-0129 06-6676-6003 重度訪問介護 2716002858 令和3年3月1日 あり あり なし あり
株式会社　四つ葉 萌木訪問介護サービス 590-0074 堺市堺区北花田口町一丁2番15-603号 堺区 072-223-6467 072-233-5332 重度訪問介護 2716002841 令和3年3月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＮＯＲＴＨ　ＳＩＤＥ ゆい訪問介護サービス堺東 590-0077 堺市堺区中瓦町一丁2-5 堺区 072-282-7881 072-282-7882 重度訪問介護 2716002593 令和1年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺東 590-0077 堺市堺区中瓦町一丁1番21号　堺東八幸ビル3階 堺区 072-226-0106 072-226-0107 重度訪問介護 2716000043 平成18年10月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　トラスト あすか介護サービス 590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号　グラン･ビルド堺東403号 堺区 072-268-2213 072-228-8112 重度訪問介護 2716000480 平成19年3月1日 あり あり なし あり
株式会社　くれよん ヘルパーステーション薫風 590-0079 堺市堺区新町1番26号　リュウパレス201号 堺区 072-256-4539 072-256-4529 重度訪問介護 2716301193 平成27年11月1日 あり あり なし あり
株式会社　楽都 あおい 590-0079 堺市堺区新町1番20号　リノ堺東4階 堺区 072-223-7007 072-223-7008 重度訪問介護 2716002973 令和4年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　青いりんご 介護センター青いりんご 590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町一丁79番地2 堺区 072-243-3477 072-243-3478 重度訪問介護 2716000563 平成19年7月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　サライ福祉会 サポートサライ 590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町二丁237番地1 堺区 072-247-3373 072-247-3372 重度訪問介護 2716001421 平成25年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺緑ヶ丘 590-0805 堺市堺区緑ケ丘中町一丁4番30号 堺区 072-244-0265 072-244-0266 重度訪問介護 2716000696 平成20年7月1日 あり なし なし なし
合同会社　ＳＵＭＭＥＲ ヘルパーステーションゆず友 590-0807 堺市堺区旭ヶ丘南町三丁2番2号 堺区 072-241-8080 072-241-8080 重度訪問介護 2716002866 令和3年4月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　ほのぼのステーション 特定非営利活動法人ほのぼのステーション 590-0807 堺市堺区旭ケ丘南町一丁3番23号 堺区 072-244-3656 072-244-3656 重度訪問介護 2716000258 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　裕々 ヘルパーステーション幹々 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町二丁1-10-101 堺区 072-244-8887 0072-247-7566 重度訪問介護 2716001686 平成27年1月1日 あり あり なし あり
社会医療法人　同仁会 耳原ヘルパーステーションともうず老松 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町二丁1-7 堺区 072-245-2990 072-245-2991 重度訪問介護 2716000639 平成19年11月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　ＣｒｏｓｓＬｉｎｋ クロスロードケア 590-0809 堺市堺区旭ヶ丘北町一丁2番11号　第3和伸ビル201 堺区 072-245-6023 072-245-6023 重度訪問介護 2716002833 令和3年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター津久野 590-0813 堺市堺区神石市之町16番25号　ＦＯＣＴファーストビル 堺区 072-267-6525 072-266-5271 重度訪問介護 2716000860 平成22年4月1日 あり あり なし あり
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令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

有限会社　信 あいヘルパーステーション神石 590-0813 堺市堺区神石市之町4番22号2 堺区 072-275-6601 072-275-6602 重度訪問介護 2716001629 平成26年9月1日 あり あり なし あり
ＭＭＲ泉　株式会社 訪問介護恵乃郷 590-0814 堺市堺区石津町三丁14番3号 堺区 072-280-2021 072-280-2022 重度訪問介護 2716002932 令和3年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　ビオネスト 訪問介護ステーション笑楽石津 590-0814 堺市堺区石津町三丁14番54号 堺区 072-350-3900 072-350-3899 重度訪問介護 2716002429 平成30年11月1日 あり あり なし あり
合同会社　ドリーム＆エボォルブ 七福神ケアステーション 590-0814 堺市堺区石津町三丁1番1号 堺区 072-245-2560 072-245-2561 重度訪問介護 2716001959 平成28年5月1日 あり なし なし なし
社会福祉法人　堺中央共生会 愛らいふホームヘルパー派遣 590-0822 堺市堺区協和町三丁128番地11 堺区 072-245-3711 072-245-3322 重度訪問介護 2716000035 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　エルダーエイド 株式会社エルダーエイド 590-0823 堺市堺区石津北町93番地1 堺区 072-280-5028 072-280-5086 重度訪問介護 2716001462 平成25年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　けやきサポート けやきサポート 590-0825 堺市堺区昭和通四丁61 堺区 072-242-3063 072-242-3065 重度訪問介護 2716001157 平成24年3月1日 あり なし なし なし
株式会社　ライフケア・ビジョン ハッピースタッフ堺 590-0825 堺市堺区昭和通一丁7番地3 堺区 072-243-7752 072-143-7751 重度訪問介護 2716003021 令和4年4月1日 あり あり なし あり
ＭＭＲ泉株式会社 訪問介護ステーションめぐみ 590-0827 堺市堺区春日通四丁23番21号 堺区 072-280-3718 072-280-3788 重度訪問介護 2716002320 平成30年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　ナイスサポート ふっき自立支援サービス 590-0829 堺市堺区東湊町三丁222-3 堺区 072-275-8086 072-275-8087 重度訪問介護 2716500281 平成18年12月1日 あり あり なし なし
株式会社　ＭＪクオリティ ケアクオリティ・うららか 590-0834 堺市堺区出島町五丁6番17号 堺区 072-244-6216 072-244-6217 重度訪問介護 2716002023 平成28年10月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　きずなの会 ケアステーションきずなの会 590-0835 堺市堺区西湊町六丁4番3号 堺区 072-243-7600 072-243-7608 重度訪問介護 2716000167 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　幸寿苑 訪問介護ステーションらくらく幸寿苑くすのき 590-0836 堺市堺区楠町一丁3番20号 堺区 072-244-2688 072-244-2681 重度訪問介護 2716002494 平成31年3月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　風の馬 ペガサスヘルパーセンター雅老園 590-0836 堺市堺区楠町二丁1番20号 堺区 072-245-8801 072-245-8802 重度訪問介護 2716002171 平成29年9月1日 あり なし なし あり
有限会社　ひかり 有限会社ひかり 590-0837 堺市堺区柏木町一丁1番16号 堺区 072-245-5455 072-243-0723 重度訪問介護 2716000365 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター七道 590-0906 堺市堺区三宝町四丁254番地1　オーエフシー三宝ビル203号室 堺区 072-225-0617 072-222-0378 重度訪問介護 2716002635 令和1年9月1日 あり あり なし あり
ＡＳ合同会社 福祉サービス花笑み 590-0924 堺市堺区桜之町東二丁1番9号 堺区 072-275-9121 072-275-9121 重度訪問介護 2716002536 平成31年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　ライフメイト ゆうあいケアセンター 590-0925 堺市堺区綾之町東一丁3-32 堺区 072-223-5963 072-223-5964 重度訪問介護 2716000332 平成18年10月1日 あり あり なし あり
有限会社　ひまわり訪問介護サービス ひまわり訪問介護サービス 590-0928 堺市堺区北旅籠町西一丁1番24号 堺区 072-224-2442 072-224-2448 重度訪問介護 2716000274 平成18年10月1日 あり あり なし あり
メディカルムーブメント　株式会社 ケアセンターつばき 590-0933 堺市堺区柳之町東一丁1-7　KOKOレジデンス　A303 堺区 072-275-7761 072-275-7762 重度訪問介護 2716001223 平成24年4月1日 あり なし なし なし
日清住宅サービス　株式会社 やすらぎのオレンジ館堺営業所 590-0936 堺市堺区宿屋町東一丁1番4号 堺区 072-226-1165 072-226-1187 重度訪問介護 2716001017 平成23年8月1日 あり あり なし あり
コスモスフィーカ　株式会社 フィーカ堺 590-0944 堺市堺区櫛屋町東二丁2番6-101号室 堺区 072-232-8281 072-232-8280 重度訪問介護 2716002130 平成29年7月1日 あり あり なし あり
有限会社　Ｍ２ サンテケア 590-0945 堺市堺区戎之町東一丁1-21　２階 堺区 072-223-0711 072-223-0713 重度訪問介護 2716001058 平成23年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　倉本 ピーチケアステーション 590-0946 堺市堺区熊野町東三丁2-17　太陽ハイツ101号 堺区 072-229-6800 072-229-6801 重度訪問介護 2716001611 平成26年8月1日 あり あり なし あり
有限会社　甲斐町ケアサービス 甲斐町ケアサービス 590-0950 堺市堺区甲斐町西二丁2番35号 堺区 072-221-2436 072-221-2437 重度訪問介護 2716002528 平成31年4月1日 あり あり なし あり
有限会社　アポプロモート 介護サービスステーションすずらん 590-0953 堺市堺区甲斐町東二丁1番14号　Ｇ-wicビル3階 堺区 072-228-9551 072-226-6789 重度訪問介護 2716000399 平成18年10月1日 あり あり なし あり
コアプラン　株式会社 ケアコート 590-0954 堺市堺区大町東三丁2番6号202号室 堺区 070-1393-1396 06-6776-2634 重度訪問介護 2716002817 令和3年1月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　天照会 はるのヘルパーステーション 590-0954 堺市堺区大町東三丁1番12号 堺区 072-282-7622 072-282-7623 重度訪問介護 2716002189 平成29年10月1日 あり あり なし あり
三和機電工業　株式会社 介護支援グループさんらい 590-0955 堺市堺区宿院町東ニ丁2番15号さんらいビル1Ｆ 堺区 072-282-6812 072-222-6356 重度訪問介護 2716000118 平成18年10月1日 あり あり なし あり
エルケア　株式会社 エルケア株式会社エルケア宿院ケアセンター 590-0960 堺市堺区少林寺町西一丁1-10 堺区 072-232-7721 072-232-7722 重度訪問介護 2716001348 平成24年12月1日 あり あり なし あり
合同会社　ライズケア 訪問介護ライズケア 590-0960 堺市堺区少林寺町西一丁1番8号　ＰＳＧビル403号室 堺区 072-221-5566 072-221-5567 重度訪問介護 2716002825 令和3年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　森本工務店 すずな介護サービス 590-0962 堺市堺区寺地町東四丁1-8　寺地マンション101号室 堺区 072-269-4151 072-269-4153 重度訪問介護 2716002874 令和3年4月1日 あり あり なし あり
有限会社　木の実 木の実ヘルパーステーション 590-0964 堺市堺区新在家町東二丁1番2号　新在家141　102号 堺区 072-223-5576 072-223-5578 重度訪問介護 2716000803 平成21年10月1日 あり あり なし あり
合同会社　ＫＹＮ 訪問介護ステーション悠 590-0965 堺市堺区南旅篭町東一丁2番2号 堺区 072-282-7770 072-282-7535 重度訪問介護 2716001371 平成25年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺 590-0972 堺市堺区竜神橋町一丁2番16号　山久ビル2階Ｂ号 堺区 072-226-0313 072-226-0314 重度訪問介護 2716000589 平成19年9月1日 あり あり なし あり
合同会社　ＣＡＲＥ　ＰＯＷＥＲ ＷＡＷＡスポ 590-0972 堺市堺区竜神橋町二丁1番17号　ルミライズ堺501 堺区 072-249-0276 072-249-0276 重度訪問介護 2716002890 令和3年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　ビオネスト 訪問介護ステーション笑楽堺 590-0973 堺市堺区住吉橋町二丁1番12号 堺区 072-350-3823 072-350-3824 重度訪問介護 2716001975 平成28年7月1日 あり あり なし あり
有限会社　あすか訪問介護センター サカイあすか訪問介護センター 590-0973 堺市堺区住吉橋町一丁2番12号 堺区 072-227-0113 072-227-0135 重度訪問介護 2716000183 平成18年10月1日 あり あり なし なし
えんじぇる　株式会社 えんじぇる訪問介護 590-0974 堺市堺区大浜北町二丁4番21号 堺区 072-229-9246 072-242-6622 重度訪問介護 2716001314 平成24年11月1日 あり あり なし あり
株式会社　自他利 いきいきヘルパーステーション 590-0974 堺市堺区大浜北町三丁10番16号 堺区 072-225-1619 072-225-1617 重度訪問介護 2716000522 平成19年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　都エンタープライズ 介護支援センターみやこ堺 590-0974 堺市堺区大浜北町三丁11-18 堺区 072-223-0555 072-223-3933 重度訪問介護 2716300310 平成19年9月1日 あり あり なし あり
有限会社　あすなろ 訪問介護ステーションあすなろ 590-0974 堺市堺区大浜北町三丁4番2-1001号 堺区 072-222-1026 072-222-1016 重度訪問介護 2716000290 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ジョイ・オブ・ライフ ジョイ・オブ・ライフ 590-0982 堺市堺区海山町三丁145　シャトー川庄200号 堺区 072-232-2014 072-232-2015 重度訪問介護 2716002809 令和3年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　ヒロコーポレーション 海山町ヘルパーステーション 590-0982 堺市堺区海山町三丁154-4 堺区 072-232-0777 072-232-0789 重度訪問介護 2716002304 平成30年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　わいわい すけさんケアセンター 590-0982 堺市堺区海山町一丁31番10号 堺区 072-320-8014 072-320-8074 重度訪問介護 2716001264 平成24年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＬＡＵＧＨ　ＪＯＹ ライブリーケアステーション堺 590-0985 堺市堺区戎島町二丁53番地1　キッコービル203号室 堺区 072-275-6422 072-248-8332 重度訪問介護 2716002908 令和3年7月1日 あり あり なし あり
合同会社　昭 ヘルパーステーション未知 590-0012 堺市堺区浅香山町三丁2番3号　サンハイツ201号室 堺区 072-204-3991 072-204-3991 同行援護 2716002957 令和3年11月1日 あり なし あり なし
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターベルマージュ堺 590-0014 堺市堺区田出井町1番2-100号　ベルマージュ堺弐番館 堺区 072-282-8033 072-282-8871 同行援護 2716000571 平成23年11月1日 あり なし あり なし
有限会社　たいよう たいよう 590-0018 堺市堺区今池町一丁4番11号 堺区 072-232-4137 072-226-1332 同行援護 2716000993 平成23年11月1日 あり なし なし なし
株式会社　ケア２１ ケア２１堺 590-0021 堺市堺区北三国ケ丘町八丁8番15号　ＤＩＥ　ＫＡＢＩＮＥ３階Ｇ号室 堺区 072-282-0521 072-282-0621 同行援護 2716001009 平成23年10月1日 あり なし あり なし
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しんあい　株式会社 心あい三国ヶ丘 590-0026 堺市堺区向陵西町三丁5-31　メゾンドＭⅡ202号 堺区 072-275-7783 072-275-7883 同行援護 2716002783 令和3年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　ケア２１ ケア２１三国ヶ丘 590-0026 堺市堺区向陵西町四丁1番6号　三国ヶ丘マンション2階3号室 堺区 072-238-5021 072-238-5121 同行援護 2716001702 平成27年1月1日 あり なし あり なし
一般社団法人　朋友会 訪問介護事業所ふれんど 590-0048 堺市堺区一条通19番23号 堺区 072-225-0355 072-225-0375 同行援護 2716002981 令和4年2月1日 あり なし あり なし
合同会社アムール アムールケア堺 590-0048 堺市堺区一条通15-21　大成マンション1F 堺区 072-224-8055 072-224-8056 同行援護 2716002262 平成30年2月1日 あり なし あり なし
オムニクス　株式会社 つくしの会訪問介護センター 590-0061 堺市堺区翁橋町一丁9番15号 堺区 072-238-4332 072-238-4338 同行援護 2716000225 平成23年10月1日 あり なし あり なし
合同会社　あすかウィングス アシストライフアルク 590-0061 堺市堺区翁橋町一丁10番14号　アルデビル1階 堺区 072-275-7760 072-269-4041 同行援護 2716003005 令和4年4月1日 あり なし あり なし
特定非営利活動法人　トラスト あすか介護サービス 590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号　グラン･ビルド堺東403号 堺区 072-268-2213 072-228-8112 同行援護 2716000480 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　くれよん ヘルパーステーション薫風 590-0079 堺市堺区新町1番26号　リュウパレス201号 堺区 072-256-4539 072-256-4529 同行援護 2716301193 平成27年11月1日 あり なし あり なし
株式会社　楽都 あおい 590-0079 堺市堺区新町1番20号　リノ堺東4階 堺区 072-223-7007 072-223-7008 同行援護 2716002973 令和4年1月1日 あり なし なし なし
社会福祉法人　サライ福祉会 サポートサライ 590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町二丁237番地1 堺区 072-247-3373 072-247-3372 同行援護 2716001421 平成25年4月1日 あり なし あり なし
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺緑ヶ丘 590-0805 堺市堺区緑ケ丘中町一丁4番30号 堺区 072-244-0265 072-244-0266 同行援護 2716000696 平成23年11月1日 あり なし あり なし
株式会社　裕々 ヘルパーステーション幹々 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町二丁1-10-101 堺区 072-244-8887 072-247-7566 同行援護 2716001686 平成30年10月1日 あり なし なし なし
合同会社　ドリーム＆エボォルブ 七福神ケアステーション 590-0814 堺市堺区石津町三丁1番1号 堺区 072-245-2560 072-245-2561 同行援護 2716001959 平成28年5月1日 あり なし あり なし
株式会社　けやきサポート けやきサポート 590-0825 堺市堺区昭和通四丁61 堺区 072-242-3063 072-242-3065 同行援護 2716001157 平成24年12月1日 あり なし あり なし
ＭＭＲ泉株式会社 訪問介護ステーションめぐみ 590-0827 堺市堺区春日通四丁23番21号 堺区 072-280-3718 072-280-3788 同行援護 2716002320 平成30年9月1日 あり なし なし なし
株式会社　ナイスサポート ふっき自立支援サービス 590-0829 堺市堺区東湊町三丁222-3 堺区 072-275-8086 072-275-8087 同行援護 2716500281 平成23年12月1日 あり なし あり なし
特定非営利活動法人　きずなの会 ケアステーションきずなの会 590-0835 堺市堺区西湊町六丁4番3号 堺区 072-243-7600 072-243-7608 同行援護 2716000167 平成23年11月1日 あり なし あり なし
株式会社　ライフメイト ゆうあいケアセンター 590-0925 堺市堺区綾之町東一丁3-32 堺区 072-223-5963 072-223-5964 同行援護 2716000332 平成23年10月1日 あり なし あり なし
有限会社　ひまわり訪問介護サービス ひまわり訪問介護サービス 590-0928 堺市堺区北旅籠町西一丁1番24号 堺区 072-224-2442 072-224-2448 同行援護 2716000274 平成23年10月1日 あり なし あり なし
有限会社　アポプロモート 介護サービスステーションすずらん 590-0953 堺市堺区甲斐町東二丁1番14号　Ｇ-wicビル3階 堺区 072-228-9551 072-226-6789 同行援護 2716000399 平成23年10月1日 あり なし あり なし
エルケア　株式会社 エルケア株式会社エルケア宿院ケアセンター 590-0960 堺市堺区少林寺町西一丁1-10 堺区 072-232-7721 072-232-7722 同行援護 2716001348 平成24年12月1日 あり なし あり なし
株式会社　森本工務店 すずな介護サービス 590-0962 堺市堺区寺地町東四丁1-8　寺地マンション101号室 堺区 072-269-4151 072-269-4153 同行援護 2716002874 令和3年4月1日 あり なし あり なし
有限会社　木の実 木の実ヘルパーステーション 590-0964 堺市堺区新在家町東二丁1番2号　新在家141　102号 堺区 072-223-5576 072-223-5578 同行援護 2716000803 平成23年10月1日 あり なし あり なし
合同会社　ＫＹＮ 訪問介護ステーション悠 590-0965 堺市堺区南旅篭町東一丁2番2号 堺区 072-282-7770 072-282-7535 同行援護 2716001371 平成25年2月1日 あり なし あり なし
合同会社　ＣＡＲＥ　ＰＯＷＥＲ ＷＡＷＡスポ 590-0972 堺市堺区竜神橋町二丁1番17号　ルミライズ堺501 堺区 072-249-0276 072-249-0276 同行援護 2716002890 令和3年5月1日 あり なし あり なし
えんじぇる　株式会社 えんじぇる訪問介護 590-0974 堺市堺区大浜北町二丁4番21号 堺区 072-229-9246 072-242-6622 同行援護 2716001314 平成24年11月1日 あり なし あり なし
株式会社　ジョイ・オブ・ライフ ジョイ・オブ・ライフ 590-0982 堺市堺区海山町三丁145　シャトー川庄200号 堺区 072-232-2014 072-232-2015 同行援護 2716002809 令和3年5月1日 あり なし あり なし
株式会社　わいわい すけさんケアセンター 590-0982 堺市堺区海山町一丁31番10号 堺区 072-320-8014 072-320-8074 同行援護 2716001264 平成24年7月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　サライ福祉会 サポートサライ 590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町二丁237番地1 堺区 072-247-3373 072-247-3372 行動援護 2716001421 令和2年7月1日 なし あり あり あり
合同会社　ＣＡＲＥ　ＰＯＷＥＲ ＷＡＷＡスポ 590-0972 堺市堺区竜神橋町二丁1番17号　ルミライズ堺501 堺区 072-249-0276 072-249-0276 行動援護 2716002890 令和3年11月1日 なし あり あり あり
特定非営利活動法人　アース しあわせ作業所 590-0003 堺市堺区高須町三丁1番19号 堺区 072-255-7000 072-283-9188 生活介護 2716002460 平成31年2月1日 あり あり なし あり
ＮＰＯ法人　ｋｏｋｏｉｍａ おめでたい 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁9番1号 堺区 072-220-5458 072-220-5458 生活介護 2716002155 平成29年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　はるかぜコミュニケーション ケアセンターはるかぜ 590-0011 堺市堺区香ケ丘町1-4-9 堺区 072-269-4429 072-269-4430 生活介護 2716001207 平成24年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　はるかぜコミュニケーション はるかぜ作業所（第３ケアセンターはるかぜ） 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁5番2号 堺区 072-238-2335 072-238-2339 生活介護 2716002585 令和1年6月1日 あり あり なし あり
有限会社　アムジー ハッピーポケット 590-0011 堺市堺区香ケ丘町四丁2番38号 堺区 072-232-5717 072-245-3893 生活介護 2716001538 平成25年11月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　朋志美会 しののめハウス 590-0013 堺市堺区東雲西町四丁6番20号 堺区 072-222-5131 072-222-5202 生活介護 2716500323 令和3年5月1日 なし なし なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターベルマージュ堺 590-0014 堺市堺区田出井町1番2-100号　ベルマージュ堺弐番館 堺区 072-282-8031 072-282-8032 生活介護 2716002551 平成31年4月1日 あり あり なし あり
ＭＭＲ泉株式会社 小規模多機能型居宅介護恵乃郷 590-0018 堺市堺区今池町六丁4番7号 堺区 072-226-5151 072-226-5152 生活介護 2716002437 平成30年12月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　自立支援協会 南部交流センター 590-0018 堺市堺区今池町四丁7番33号 堺区 072-238-6541 072-229-8159 生活介護 2716000894 平成22年5月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　サライ福祉会 サライ 590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町二丁237番地1 堺区 072-247-3373 072-247-3372 生活介護 2716000779 平成21年7月1日 あり あり なし なし
社会福祉法人　三篠会 堺市立重症心身障害者（児）支援センター　ベルデさかい 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁3番1号 堺区 072-275-8510 072-243-5900 生活介護 2716001256 平成24年5月1日 あり あり なし なし
社会福祉法人　大阪府障害者福祉事業団 じょぶライフだいせん 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁2番1号 堺区 072-245-7485 072-245-7486 生活介護 2716000555 平成19年6月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター津久野 590-0813 堺市堺区神石市之町16番25号　FOCTファーストビル 堺区 072-267-6528 072-266-5271 生活介護 2716002346 平成30年9月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス おおはま障害者作業所 590-0829 堺市堺区東湊町五丁276番 堺区 072-241-1900 072-241-1901 生活介護 2716000498 平成19年3月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　コスモス 第２おおはま障害者作業所 590-0829 堺市堺区東湊町四丁237番1 堺区 072-243-0750 072-243-0751 生活介護 2716002510 平成31年4月1日 なし あり なし なし
株式会社　アイスマイル 生活介護・ニコライズ 590-0938 堺市堺区神明町西一丁1番1号 堺区 072-225-0371 072-225-0372 生活介護 2716002734 令和2年9月1日 なし あり なし あり
株式会社　ＣＬＡＮ ＣＬＡＮ堺 590-0964 堺市堺区新在家町東4丁1番3号 堺区 072-225-5850 072-225-5852 生活介護 2716002643 令和2年1月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　アース ショートステイしあわせ 590-0003 堺市堺区高須町三丁1番19号 堺区 072-255-7000 072-283-9188 短期入所 2716002478 平成31年2月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　アース ショートステイ虹 590-0064 堺市堺区南安井町一丁2番10号 堺区 072-256-5555 072-256-5555 短期入所 2716002254 平成30年1月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　三篠会 堺市立重症心身障害者（児）支援センター　ベルデさかい 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁3番1号 堺区 072-275-8510 072-243-5900 短期入所 2716001272 平成24年7月1日 あり あり あり なし

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do


並び順：区→サービス種類→事業所郵便番号
各事業所の詳細については、 障害福祉サービス等情報公表検索サイトでご確認ください。
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

社会福祉法人　大阪府障害者福祉事業団 じょぶライフだいせん 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁2番1号 堺区 072-245-7485 072-245-7486 短期入所 2716000555 平成19年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　アイスマイル ショートステイ・ニコライズ 590-0938 堺市堺区神明町西一丁1番1号 堺区 072-225-0371 072-225-0372 短期入所 2716002742 令和2年9月1日 なし あり あり あり
社会福祉法人　大阪府障害者福祉事業団 じょぶライフだいせん 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁2番1号 堺区 072-245-7485 072-245-7486 施設入所支援 2716000555 平成19年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　堺市社会福祉事業団 堺市立健康福祉プラザ　生活リハビリテーションセンター 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁3番1号　堺市立健康福祉プラザ4階 堺区 072-275-5019 072-243-0202 自立訓練（機能訓練） 2716001231 平成24年5月1日 あり なし なし なし
公益財団法人　浅香山病院 サポートハウスアンダンテ 590-0014 堺市堺区田出井町8-20 堺区 072-225-0851 072-225-0851 自立訓練（生活訓練） 2716001165 平成26年6月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　堺市社会福祉事業団 堺市立健康福祉プラザ　生活リハビリテーションセンター 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁3番1号　堺市立健康福祉プラザ4階 堺区 072-275-5019 072-243-0202 自立訓練（生活訓練） 2716001231 平成24年5月1日 なし なし なし あり
株式会社　ワークプラス ワークプラスはるかぜ 590-0006 堺市堺区錦綾町三丁7番5号 堺区 072-222-2733 072-222-2744 就労移行支援（一般型） 2716002098 平成29年4月1日 あり あり なし あり
公益財団法人　浅香山病院 アンダンテ就労ステーション 590-0018 堺市堺区今池町三丁3番16号 堺区 072-229-9192 072-223-5119 就労移行支援（一般型） 2716000670 平成20年4月1日 なし なし なし あり
一般社団法人　ソース ソース三国ヶ丘 590-0024 堺市堺区向陵中町四丁5-27　中谷ビル202号 堺区 072-242-8083 072-242-8591 就労移行支援（一般型） 2716002445 平成31年1月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　社会資本研究所 ＨＯＰＥオフィス堺 590-0076 堺市堺区北瓦町二丁4番18号　現代堺東駅前ビル5Ｆ 堺区 072-275-6767 072-275-6765 就労移行支援（一般型） 2716002353 平成30年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス堺東 590-0077 堺市堺区中瓦町一丁4-24　堺東EH第三ビル8F 堺区 072-225-5615 072-225-5616 就労移行支援（一般型） 2716002759 令和2年9月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　ソース ソース堺東 590-0079 堺市堺区新町3番7号　ＳＴＣビル6階 堺区 072-225-1010 072-225-0035 就労移行支援（一般型） 2716002239 平成29年12月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　大阪府障害者福祉事業団 じょぶライフだいせん 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁2番1号 堺区 072-245-7485 072-245-7486 就労移行支援（一般型） 2716000555 平成19年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　イグザルト ディーキャリア堺オフィス 590-0951 堺市堺区市之町西三丁1番地43号　サンビル堺駅前401号 堺区 072-247-8833 072-247-8834 就労移行支援（一般型） 2716002676 令和2年2月1日 なし なし なし あり
プロスパー　株式会社 ドルフィンラブ 590-0952 堺市堺区市之町東五丁2番11号-201号 堺区 072-225-5173 072-225-5174 就労移行支援（一般型） 2716002015 平成28年9月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　クロスジョブ クロスジョブ堺 590-0952 堺市堺区市之町東六丁2番16号　堺東ＥＨ第二ビル2階 堺区 072-225-1540 072-225-1541 就労移行支援（一般型） 2716000878 平成22年4月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　未来の扉 みらいのカタチ 590-0954 堺市堺区大町東二丁1-17　2F 堺区 072-269-4815 072-269-4762 就労移行支援（一般型） 2716002312 令和4年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　はるかぜコミュニケーション はるかぜ作業所（アン・デ・プルミエ） 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁5番2号 堺区 072-238-2335 072-238-2339 就労継続支援（Ａ型） 2716002585 令和1年6月1日 あり あり なし あり
株式会社　秀英ライフプラス 就労支援センター浅香山 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁3-18　中井ビル2F 堺区 072-282-7715 072-282-7716 就労継続支援（Ａ型） 2716001694 平成27年1月1日 あり あり なし あり
公益財団法人　浅香山病院 アンダンテ就労ステーション 590-0018 堺市堺区今池町三丁3番16号 堺区 072-229-9192 072-223-5119 就労継続支援（Ａ型） 2716000670 平成24年11月1日 なし なし なし あり
株式会社　エル ステップ 590-0024 堺市堺区向陵中町二丁4番13号　エイコープラザビル305号 堺区 072-240-2347 072-240-2348 就労継続支援（Ａ型） 2716001876 平成28年2月1日 あり あり なし あり
合同会社　アルファプラス アルファプラス 590-0061 堺市堺区翁橋町一丁1番1号　ミナルコビル201号 堺区 072-225-1701 072-225-1702 就労継続支援（Ａ型） 2716002148 平成29年7月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　みらい 就労支援センターみらい 590-0906 堺市堺区三宝町六丁309番地1 堺区 072-229-4400 072-229-8500 就労継続支援（Ａ型） 2716002163 平成29年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　ウエストサービス アリエス 590-0946 堺市堺区熊野町東四丁2番9号　はるか三恵1階 堺区 072-222-9877 072-222-9877 就労継続支援（Ａ型） 2716001843 平成27年12月1日 あり あり なし あり
プロスパー　株式会社 ドルフィンアイ 590-0950 堺市堺区甲斐町西二丁2番27号 堺区 072-282-7871 072-282-7872 就労継続支援（Ａ型） 2716001967 平成28年6月1日 あり あり なし あり
プロスパー　株式会社 ドルフィンハート 590-0952 堺市堺区市之町東一丁2-14　5F 堺区 072-247-9671 072-247-9196 就労継続支援（Ａ型） 2716001728 平成27年3月1日 あり あり なし あり
株式会社　みらいじゅ みらいじゅ 590-0954 堺市堺区大町東一丁1番2号　ATOMIC BLD．6F 堺区 072-233-3101 072-233-3102 就労継続支援（Ａ型） 2716001561 平成26年3月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　天照会 みらいじゅ堺 590-0954 堺市堺区大町東一丁2番21号 堺区 072-247-9893 072-247-9894 就労継続支援（Ａ型） 2716003013 令和4年4月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　未来の扉 未来予想図 590-0955 堺市堺区宿院町東三丁1番3号-201号 堺区 072-275-7317 072-275-7352 就労継続支援（Ａ型） 2716002312 平成30年8月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　南大阪自立支援センター ともにーしょうりんじ 590-0963 堺市堺区少林寺町東二丁2番3号 堺区 072-238-4915 072-238-8473 就労継続支援（Ａ型） 2716001082 平成23年11月1日 なし あり なし あり
特定非営利活動法人　フェニックス会 リング 590-0001 堺市堺区遠里小野町二丁1番3号 堺区 072-238-6722 072-238-6722 就労継続支援（Ｂ型） 2716002296 平成30年7月1日 なし なし なし あり
特定非営利活動法人　アース しあわせ作業所 590-0003 堺市堺区高須町三丁1番19号 堺区 072-255-7000 072-283-9188 就労継続支援（Ｂ型） 2716002460 平成31年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　アイスマイル ワークスペース・ニコライズ 590-0005 堺市堺区南清水町一丁1番28号 堺区 072-246-9944 072-246-9984 就労継続支援（Ｂ型） 2716001991 令和3年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　ワークプラス ワークプラスはるかぜ 590-0006 堺市堺区錦綾町三丁7番5号 堺区 072-222-2733 072-222-2744 就労継続支援（Ｂ型） 2716002098 平成29年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　たんぽぽひろば おべんとうハウス愛 590-0006 堺市堺区錦綾町3-5-17 堺区 072-221-8885 072-221-8883 就労継続支援（Ｂ型） 2716001579 平成26年4月1日 なし なし なし あり
特定非営利活動法人　あいらぶ 自遊工房 590-0007 堺市堺区北庄町一丁6番24号 堺区 072-227-8950 072-227-8950 就労継続支援（Ｂ型） 2716000944 平成22年12月1日 あり あり なし あり
ＭＭＲ泉　株式会社 めぐみの作業所 590-0011 堺市堺区香ヶ丘町二丁7番1号 堺区 072-232-7887 072-232-7888 就労継続支援（Ｂ型） 2716003039 令和4年5月1日 あり あり なし あり
ＮＰＯ法人　ｋｏｋｏｉｍａ おめでたい 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁9番1号 堺区 072-220-5458 072-220-5458 就労継続支援（Ｂ型） 2716002155 平成29年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　はるかぜコミュニケーション はるかぜ作業所 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁3番1号 堺区 072-225-2311 072-225-2312 就労継続支援（Ｂ型） 2716002585 令和1年6月1日 あり あり なし あり
合資会社　パラメディカル かんぎ作業所 590-0011 堺市堺区香ケ丘町四丁7番7号 堺区 072-275-7771 072-275-6150 就労継続支援（Ｂ型） 2716001504 平成25年9月1日 あり あり なし あり
有限会社　アムジー ハッピーポケット 590-0011 堺市堺区香ケ丘町四丁2番38号 堺区 072-232-5717 072-245-3893 就労継続支援（Ｂ型） 2716001538 平成25年11月1日 なし あり なし あり
一般社団法人　じん ルーチェ 590-0013 堺市堺区東雲西町四丁2番2号 堺区 072-247-7888 072-247-7999 就労継続支援（Ｂ型） 2716001926 平成28年3月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　あいわ福祉会 愛和・生活の家 590-0013 堺市堺区東雲西町四丁7番18号 堺区 072-221-1751 072-221-1759 就労継続支援（Ｂ型） 2716000738 平成21年1月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　朋志美会 しののめハウス 590-0013 堺市堺区東雲西町四丁7番2号 堺区 072-222-5131 072-222-5202 就労継続支援（Ｂ型） 2716500323 平成19年4月1日 なし なし なし あり
株式会社　Ａｖｅｉｒｅ Ｓｕｎｎｙ 590-0014 堺市堺区田出井町1番2-508号 堺区 072-232-7767 072-232-7768 就労継続支援（Ｂ型） 2716002692 令和2年3月1日 なし あり なし あり
公益財団法人　浅香山病院 サポートハウスアンダンテ 590-0014 堺市堺区田出井町8-20 堺区 072-225-0850 072-225-0851 就労継続支援（Ｂ型） 2716001165 令和3年5月1日 なし あり なし あり
公益財団法人　浅香山病院 アンダンテ就労ステーション 590-0018 堺市堺区今池町三丁3番16号 堺区 072-229-9192 072-223-5119 就労継続支援（Ｂ型） 2716000670 平成20年4月1日 なし なし なし あり
株式会社　祐志 アシスト 590-0025 堺市堺区向陵東町三丁8-46 堺区 072-247-8638 072-275-4516 就労継続支援（Ｂ型） 2716002965 令和3年12月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　フェニックス会 むげん 590-0027 堺市堺区榎元町四丁1番11号 堺区 072-220-7512 072-220-7512 就労継続支援（Ｂ型） 2716000852 平成22年3月1日 なし なし なし あり
一般社団法人　フューチャー あお空事業所 590-0048 堺市堺区一条通11番25号　ライズO.T.MBld.202号室 堺区 072-221-0567 072-221-0568 就労継続支援（Ｂ型） 2716002718 令和2年5月1日 あり あり なし あり
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

特定非営利活動法人　きらっと きらっと 590-0052 堺市堺区八千代通3番26号 堺区 072-230-4198 072-256-4021 就労継続支援（Ｂ型） 2716001413 平成25年4月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　ユウの家 ワークスユウの家 590-0055 堺市堺区旭通3番21号 堺区 072-229-2886 072-247-8600 就労継続支援（Ｂ型） 2716001447 平成25年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　ユウの家 アトリエユウの家 590-0056 堺市堺区神保通3番7号 堺区 072-238-2700 072-238-2778 就労継続支援（Ｂ型） 2716001439 平成25年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　五大 アトラス 590-0061 堺市堺区翁橋町一丁1番1号　ミナルコビル3階 堺区 072-275-5908 072-275-5909 就労継続支援（Ｂ型） 2716002197 平成29年11月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　共遊会 ばんぶぅ～作業所 590-0074 堺市堺区北花田口町三丁1番27号　白山ビル２Ｆ 堺区 072-201-2351 072-202-2351 就労継続支援（Ｂ型） 2716000969 平成23年5月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　社会資本研究所 ＨＯＰＥオフィス堺 590-0076 堺市堺区北瓦町二丁4番18号　現代堺東駅前ビル5Ｆ 堺区 072-275-6767 072-275-6765 就労継続支援（Ｂ型） 2716002353 平成30年10月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス ジョブサポート風の彩（森のキッチン） 590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号　堺市役所本館地下１階 堺区 072-228-3939 072-228-3938 就労継続支援（Ｂ型） 2716500752 平成24年4月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　ＣｒｏｓｓＬｉｎｋ 作業所和っ哈 590-0809 堺市堺区旭ヶ丘北町一丁2番11号　第三和伸ビル1階 堺区 072-245-6023 072-245-6023 就労継続支援（Ｂ型） 2716002924 令和3年7月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　サワリ グレースハウス 590-0811 堺市堺区南陵町一丁2番6号 堺区 072-280-0830 072-241-7772 就労継続支援（Ｂ型） 2716001587 平成26年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　麦の会 麦の会共同作業所 590-0813 堺市堺区神石市之町16番52号 堺区 072-264-6407 072-201-1164 就労継続支援（Ｂ型） 2716001041 平成23年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　シックスボックス くまのこ（くまふぁく） 590-0821 堺市堺区大仙西町五丁131-3　ベルメゾン御陵101 堺区 072-244-5336 072-277-4288 就労継続支援（Ｂ型） 2716501552 平成30年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ブレイブ ブレイブ作業所 590-0823 堺市堺区石津北町112番 堺区 072-247-2012 072-247-1801 就労継続支援（Ｂ型） 2716001918 平成28年3月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス おおはま障害者作業所 590-0829 堺市堺区東湊町五丁276番 堺区 072-241-1900 072-241-1901 就労継続支援（Ｂ型） 2716000498 平成21年4月1日 なし あり なし なし
特定非営利活動法人　Ｂａｎｄｅ ＮＰＯ法人　Ｂａｎｄｅ 590-0833 堺市堺区出島海岸通二丁9-13 堺区 080-250-7237 就労継続支援（Ｂ型） 2716003047 令和4年5月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　風の馬 ＧＡＲＯ＜作業所雅老＞ 590-0836 堺市堺区楠町二丁1番20号 堺区 072-245-8801 072-245-8802 就労継続支援（Ｂ型） 2716002213 平成29年11月1日 あり なし なし あり
特定非営利活動法人　堺エコネットワーク協議会 しゅくやジョブ 590-0937 堺市堺区宿屋町西一丁1番6号 堺区 072-247-8338 072-247-8338 就労継続支援（Ｂ型） 2716002700 令和2年4月1日 あり あり なし あり
ＮＰＯ法人　さくら ＰＩＣＮＩＣ 590-0938 堺市堺区神明町西一丁1番7号　ロイヤルパレス1階 堺区 072-228-0171 072-242-7370 就労継続支援（Ｂ型） 2716001892 平成28年3月1日 あり あり なし あり
プロスパー　株式会社 ドルフィンラブ 590-0952 堺市堺区市之町東五丁2番11号-201号 堺区 072-225-5173 072-225-5174 就労継続支援（Ｂ型） 2716002015 平成28年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　輝映 就労継続支援Ｂ型Ｒｉｃｃｏ 590-0953 堺市堺区甲斐町東二丁1-11 堺区 072-275-5489 072-275-5489 就労継続支援（Ｂ型） 2716002767 令和2年9月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　なごみ福祉会 Ｙｏｕ・Ｉハウス 590-0954 堺市堺区大町東一丁1番8号 堺区 072-222-0302 072-222-0302 就労継続支援（Ｂ型） 2716000910 平成22年7月1日 なし なし なし あり
株式会社　ＪＣＣ 就労継続支援Ｂ型事業所ｃｏｃｏ－ｓｕｐｐｏｒｔ 590-0957 堺市堺区中之町西三丁2番29号　中之町ＴＫハイツ1Ａ 堺区 072-443-4556 072-444-3100 就労継続支援（Ｂ型） 2716002940 令和3年10月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　南大阪自立支援センター ともにーしょうりんじ 590-0963 堺市堺区少林寺町東二丁2番3号 堺区 072-238-4915 072-238-8473 就労継続支援（Ｂ型） 2716001082 平成23年11月1日 なし あり なし あり
特定非営利活動法人　南大阪自立支援センター どりぃむワーク 590-0963 堺市堺区少林寺町東一丁1番9号　ﾘﾗﾊｲﾂⅠ101号 堺区 072-228-2882 072-228-2883 就労継続支援（Ｂ型） 2716001850 平成27年12月1日 あり あり なし あり
合同会社　仁徳 Ｗ．Ｐ．にんとく 590-0964 堺市堺区新在家町東二丁1-23 堺区 072-224-3000 072-224-3000 就労継続支援（Ｂ型） 2716002569 平成31年4月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　シンシア 就労継続支援Ｂ型事業所ラポール 590-0971 堺市堺区栄橋町一丁6-5 堺区 072-275-9751 072-275-9752 就労継続支援（Ｂ型） 2716002668 令和2年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　プレモ プレモ・ライフデザイン 590-0004 堺市堺区北清水町二丁2番18号 堺区 072-275-6775 072-268-5715 計画相談支援 2736000429 令和3年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　ワークプラス はるかぜプラス 590-0006 堺市堺区錦綾町三丁7番5号 堺区 072-222-2733 072-222-2744 計画相談支援 2736000312 平成29年4月1日 あり あり あり あり
ＭＭＲ泉株式会社 泉介護支援センター 590-0011 堺市堺区香ヶ丘町二丁6番3号 堺区 072-224-2871 072-238-5158 計画相談支援 2736000361 平成30年9月1日 あり あり あり あり
合資会社　パラメディカル 愛の手 590-0011 堺市堺区香ケ丘町四丁7番7号 堺区 072-238-7002 072-275-6150 計画相談支援 2736000049 平成24年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　エル 相談支援ｃｏｃｏｒｏ 590-0012 堺市堺区浅香山町二丁2番9号 堺区 072-222-0077 072-222-0078 計画相談支援 2736000452 令和4年5月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人朋志美会 しののめハウス 590-0013 堺市堺区東雲西町四丁6番20号 堺区 072-222-5131 計画相談支援 2736000098 平成24年4月1日 なし なし なし あり
公益財団法人　浅香山病院 相談支援事業所あさかやま 590-0018 堺市堺区今池町三丁3番16号 堺区 072-229-4882 072-222-9109 計画相談支援 2736000031 平成24年4月1日 なし あり なし あり
合同会社　ケイズサポート 相談支援事業所ここいろ 590-0021 堺市堺区北三国ケ丘町五丁4番5号　三和ビル201 堺区 072-222-4277 072-222-4278 計画相談支援 2736000304 平成28年12月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　エール エール相談支援センター 590-0021 堺市堺区北三国ケ丘町一丁1-37　メゾン三国ヶ丘101号 堺区 072-224-2700 072-224-2770 計画相談支援 2736000205 平成26年3月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　シャロームケア かいごの窓口・相談支援センター一条通 590-0048 堺市堺区一条通3番24号 堺区 072-233-7557 072-233-7558 計画相談支援 2736000387 平成31年2月1日 あり あり あり あり
合同会社　ティクリック 相談支援センターてぃっく 590-0048 堺市堺区一条通9-9　岡田ビル101 堺区 072-267-4974 072-267-4974 計画相談支援 2736000445 令和3年8月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　ユウの家 コネクトユウの家 590-0055 堺市堺区旭通3番21号 堺区 072-229-2886 072-350-3859 計画相談支援 2736000395 令和1年5月1日 あり あり あり あり
オムニクス　株式会社 障害支援センターつくしの会 590-0061 堺市堺区翁橋町一丁9番15号 堺区 072-238-4331 072-238-4338 計画相談支援 2736000270 平成27年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　スザク 株式会社スザク 590-0072 堺市堺区中向陽町一丁1-32 堺区 072-267-4789 072-268-2679 計画相談支援 2736000239 平成27年1月1日 なし なし なし あり
特定非営利活動法人　堺障害者団体連合会 生活支援センターしんしょうれん 590-0078 堺市堺区南瓦町2番1号　堺市総合福祉会館3階 堺区 072-223-1407 072-223-1320 計画相談支援 2736000064 平成24年4月1日 あり あり あり あり
合同会社　リブ リブケアプラン 590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町一丁74　エステートMOZU2-110 堺区 072-269-4102 072-269-4105 計画相談支援 2736000379 平成31年1月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ほのぼのステーション 特定非営利活動法人ほのぼのステーション 590-0807 堺市堺区旭ケ丘南町一丁3-23 堺区 072-244-3656 072-244-3656 計画相談支援 2736000080 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　大阪府障害者福祉事業団 相談支援センター風車 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁2番1号 堺区 072-343-7601 072-245-7486 計画相談支援 2736000056 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　サワリ グレース 590-0811 堺市堺区南陵町一丁2番6号 堺区 072-280-0830 072-241-7772 計画相談支援 2736000213 平成26年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス 障害者（児）生活支援センターおおはま 590-0829 堺市堺区東湊町四丁237番1 堺区 072-243-0757 072-243-0758 計画相談支援 2736000023 平成24年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　きずなの会 特定相談支援事業所きずなの会 590-0835 堺市堺区西湊町六丁4-3 堺区 072-243-7600 072-243-7608 計画相談支援 2736000320 平成29年9月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　風の馬 ペガサス計画相談支援センター雅老園 590-0836 堺市堺区楠町二丁1番20号 堺区 072-245-8801 072-245-8802 計画相談支援 2736000353 平成30年4月1日 あり あり あり あり
合同会社　よつば よつば 590-0936 堺市堺区宿屋町東三丁3番26号 堺区 072-232-1424 072-232-1424 計画相談支援 2736000411 令和3年1月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　なごみ福祉会 相談支援センターなごみ 590-0954 堺市堺区大町東一丁1番8号 堺区 072-222-0302 072-222-0302 計画相談支援 2736000122 平成24年5月1日 なし なし なし あり
一般社団法人未来の扉 心のポケット 590-0955 堺市堺区宿院町東三丁1番3号-201号 堺区 072-275-7317 072-275-7352 計画相談支援 2736000346 平成30年3月1日 あり あり あり あり

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do
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   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

株式会社　い志乃商会 相談支援事業所　てとて 590-0963 堺市堺区少林寺町東三丁1番23号　少林寺ＴＫハイツ203号 堺区 072-267-4879 072-267-4879 計画相談支援 2736000437 令和3年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人和輪ワールド 和輪相談支援センター 590-0963 堺市堺区少林寺町東二丁1番5号202 堺区 072-223-1981 072-223-1981 計画相談支援 2736000338 平成30年3月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人朋志美会 しののめハウス 590-0013 堺市堺区東雲西町四丁6番20号 堺区 072-222-5131 地域定着支援 2736000098 平成24年6月1日 なし なし なし あり
公益財団法人　浅香山病院 相談支援事業所あさかやま 590-0018 堺市堺区今池町三丁3番16号 堺区 072-229-4882 072-222-9109 地域定着支援 2736000031 平成24年4月1日 なし あり なし あり
合同会社　ティクリック 相談支援センターてぃっく 590-0048 堺市堺区一条通9-9　岡田ビル101 堺区 072-267-4974 072-267-4974 地域定着支援 2736000445 令和3年8月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　堺障害者団体連合会 生活支援センターしんしょうれん 590-0078 堺市堺区南瓦町2番1号　堺市総合福祉会館3階 堺区 072-223-1407 072-223-1320 地域定着支援 2736000064 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　大阪府障害者福祉事業団 相談支援センター風車 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁2番1号 堺区 072-343-7601 072-245-7486 地域定着支援 2736000056 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス 障害者（児）生活支援センターおおはま 590-0829 堺市堺区東湊町四丁237番1 堺区 072-243-0757 072-243-0758 地域定着支援 2736000023 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　なごみ福祉会 相談支援センターなごみ 590-0954 堺市堺区大町東一丁1番8号 堺区 072-222-0302 072-222-0302 地域定着支援 2736000122 平成24年6月1日 なし なし なし あり
社会福祉法人朋志美会 しののめハウス 590-0013 堺市堺区東雲西町四丁6番20号 堺区 072-222-5131 地域移行支援 2736000098 平成24年6月1日 なし なし なし あり
公益財団法人　浅香山病院 相談支援事業所あさかやま 590-0018 堺市堺区今池町三丁3番16号 堺区 072-229-4882 072-222-9109 地域移行支援 2736000031 平成24年4月1日 なし あり なし あり
合同会社　ティクリック 相談支援センターてぃっく 590-0048 堺市堺区一条通9-9　岡田ビル101 堺区 072-267-4974 072-267-4974 地域移行支援 2736000445 令和3年8月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　堺障害者団体連合会 生活支援センターしんしょうれん 590-0078 堺市堺区南瓦町2番1号　堺市総合福祉会館3階 堺区 072-223-1407 072-223-1320 地域移行支援 2736000064 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　大阪府障害者福祉事業団 相談支援センター風車 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁2番1号 堺区 072-343-7601 072-245-7486 地域移行支援 2736000056 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス 障害者（児）生活支援センターおおはま 590-0829 堺市堺区東湊町四丁237番1 堺区 072-243-0757 072-243-0758 地域移行支援 2736000023 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　なごみ福祉会 相談支援センターなごみ 590-0954 堺市堺区大町東一丁1番8号 堺区 072-222-0302 072-222-0302 地域移行支援 2736000122 平成24年6月1日 なし なし なし あり
公益財団法人　浅香山病院 アンダンテ就労ステーション 590-0018 堺市堺区今池町三丁3番16号 堺区 072-229-9192 072-223-5119 就労定着支援 2716002270 平成30年6月1日 なし なし なし あり
一般社団法人　社会資本研究所 ＨＯＰＥオフィス堺 590-0076 堺市堺区北瓦町二丁4番18号　現代堺東駅前ビル5Ｆ 堺区 072-275-6767 072-275-6765 就労定着支援 2716002361 平成30年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス堺東 590-0077 堺市堺区中瓦町一丁4-24　堺東ＥＨ第三ビル8Ｆ 堺区 072-225-5615 072-225-5616 就労定着支援 2716002916 令和3年7月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　ソース ソース堺東 590-0079 堺市堺区新町3番7号　ＳＴＣビル6階 堺区 072-225-1010 072-225-0035 就労定着支援 2716002684 令和2年3月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　大阪府障害者福祉事業団 じょぶライフだいせん 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁2番1号 堺区 072-245-7485 072-245-7486 就労定着支援 2716002395 平成30年10月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　クロスジョブ クロスジョブ堺 590-0952 堺市堺区市之町東六丁2-16　堺東ＥＨ第二ビル2階 堺区 072-225-1540 072-225-1541 就労定着支援 2716002403 平成30年10月1日 あり あり なし あり
公益財団法人　浅香山病院 サポートハウスアンダンテ 590-0014 堺市堺区田出井町8-20 堺区 072-225-0851 072-225-0851 宿泊型自立訓練 2716001165 平成24年4月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　三篠会 堺市立重症心身障害者（児）支援センター　ベルデさかい 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町四丁3番1号 堺区 072-275-8510 072-243-5900 療養介護 2716001249 平成24年5月1日 なし なし なし なし
株式会社　メディカルinnocent 訪問介護サービスinnocent 599-8231 堺市中区学園町3-10 中区 072-230-2611 072-230-2612 居宅介護 2716101924 令和1年7月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＬＩＮＫＬＩＮＥ 訪問介護サービスりんく 599-8232 堺市中区新家町1-12 中区 072-349-6132 072-349-6133 居宅介護 2716200668 平成29年3月1日 あり あり あり あり
医療法人　浩仁会 医療法人浩仁会ヘルパーステーションオリーブの樹 599-8233 堺市中区大野芝町168番地1 中区 072-239-1165 072-239-1167 居宅介護 2716102302 令和3年12月1日 あり なし なし あり
株式会社　Ｍａｒｋｓ あいあいヘルパーステーション 599-8233 堺市中区大野芝町170番地11 中区 072-206-1285 072-206-1286 居宅介護 2716102047 令和2年1月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　やすらぎ倶楽部 やすらぎ倶楽部ヘルパーステーション咲楽 599-8234 堺市中区土塔町2044-60 中区 072-234-3311 072-234-6160 居宅介護 2716101437 平成28年5月1日 あり なし なし なし
株式会社　松和 まつわ介護サービス 599-8235 堺市中区深井東町3189番地101号 中区 072-270-8033 072-270-8035 居宅介護 2716101700 平成30年1月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　尊人会 ケアステーションあしびな 599-8236 堺市中区深井沢町3279番地 中区 072-242-7567 072-242-7568 居宅介護 2716100934 平成23年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＧＶＰマネージメント ひかりケアステーション 599-8236 堺市中区深井沢町3265番 中区 072-270-2095 072-276-4095 居宅介護 2716101643 平成29年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　アーカイブ コアラケアステーション 599-8236 堺市中区深井沢町3309番地1　グレイスコート善301号 中区 050-8883-8508 050-8883-8509 居宅介護 2716102427 令和4年6月1日 あり あり あり あり
株式会社　ケア２１ ケア２１深井 599-8236 堺市中区深井沢町3124番　サンハイム格谷105号 中区 072-242-0021 072-242-1021 居宅介護 2716102088 令和2年3月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＰＡＮＤＡ パンダケアステーション 599-8236 堺市中区深井沢町3309-1　グレイスコート善501号室 中区 072-242-6904 072-242-6905 居宅介護 2716102260 令和3年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　ビルドアップ プラウド介護サービス 599-8237 堺市中区深井水池町3276番地　ハート水池ビル301号室 中区 072-225-4150 072-225-4150 居宅介護 2716100397 平成19年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　ファウスター ふぁうすと介護センター 599-8237 堺市中区深井水池町3080番地 中区 072-268-5517 072-268-5518 居宅介護 2716101288 平成27年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　Ｒｏａｄ ロード 599-8238 堺市中区土師町五丁12番地27　ベルコート102号 中区 072-206-0801 072-206-0809 居宅介護 2716101312 平成27年8月1日 あり あり あり あり
株式会社　エーシン こうせん介護サービス 599-8238 堺市中区土師町三丁8番1-104 中区 072-276-0701 072-276-0702 居宅介護 2716100884 平成23年5月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＦＵＮフレンド ケアステーションファンズ 599-8238 堺市中区土師町二丁27番1号　ユニティー土師206号室 中区 072-245-9050 072-245-9050 居宅介護 2716001546 平成25年12月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　自立支援協会 ケアサポートしののめ 599-8238 堺市中区土師町二丁33-37 中区 072-281-4310 072-281-4320 居宅介護 2716000019 平成18年10月1日 あり あり あり あり
アイリーライフ　合同会社 訪問介護アイリーライフ 599-8241 堺市中区福田1023番地8 中区 072-283-4418 072-283-4418 居宅介護 2716101296 平成27年4月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　福祉社会協会 赤坂事業所 599-8241 堺市中区福田1061-5-202 中区 080-5328-1361 072-294-6025 居宅介護 2716400631 平成24年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　アステル アステル介護ステーション 599-8241 堺市中区福田601番地 中区 072-237-2653 072-237-2654 居宅介護 2716101221 平成26年8月1日 あり あり あり あり
株式会社　亀田 アガペの里介護ステーション 599-8241 堺市中区福田464番地6 中区 072-234-2202 072-234-2204 居宅介護 2716100637 平成22年1月1日 あり あり あり あり
合同会社　優心 訪問介護はるく 599-8241 堺市中区福田577-2　ファミールタカゼンＷ棟302 中区 072-289-5075 居宅介護 2716102435 令和4年6月1日 あり あり あり あり
株式会社　夢花 介護サービスゆめか 599-8244 堺市中区上之566-5 中区 072-236-5117 072-236-5117 居宅介護 2716100801 平成22年12月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　花菜 訪問介護ステーションはな 599-8244 堺市中区上之433-11 中区 072-349-7111 072-234-7555 居宅介護 2716000951 平成23年3月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＣＬＡＮ 訪問介護ＣＬＡＮ堺田園 599-8246 堺市中区田園1001-40 中区 072-289-7121 072-289-7122 居宅介護 2716102211 令和3年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＣｏＣｏ うるし介護サービス 599-8247 堺市中区東山1013　パレドール東山101号室 中区 072-247-5516 072-247-5516 居宅介護 2716101577 平成29年5月1日 あり あり なし あり
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株式会社　希望社 希望介護ステーション 599-8247 堺市中区東山953番地3　ウインビル1階 中区 072-230-1158 072-230-1258 居宅介護 2716100611 平成21年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　溝畑 丸和ケアセンター 599-8247 堺市中区東山552番地2 中区 072-320-8445 072-320-8635 居宅介護 2716101080 平成24年10月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＴＡＫＵＭＩ なお介護サービス 599-8247 堺市中区東山659番地1-107 中区 072-355-6099 072-355-9397 居宅介護 2716101957 令和1年8月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　悠人会 ベルファミリアヘルパーステーション 599-8247 堺市中区東山841番地1 中区 072-234-2005 072-234-4691 居宅介護 2716100215 平成18年10月1日 あり あり あり なし
株式会社　フォーユー ケアセンターフォーユー畑山 599-8248 堺市中区深井畑山町2631番地1 中区 072-276-0205 072-276-0206 居宅介護 2716101668 平成29年10月1日 あり あり あり あり
社会医療法人　生長会 ベルアモールヘルパーステーション 599-8248 堺市中区深井畑山町211番地 中区 072-277-7711 072-270-7735 居宅介護 2716100199 平成18年10月1日 あり あり あり なし
社会福祉法人　稲穂会 やすらぎの園ホームヘルパーステーション 599-8248 堺市中区深井畑山町2528番地1 中区 072-270-7000 072-270-7100 居宅介護 2716100413 平成19年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　グロース 訪問介護センターつつみ 599-8251 堺市中区平井1028番地7 中区 072-230-2234 072-230-2235 居宅介護 2716100918 平成23年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　ジュエル 訪問介護じゅえる 599-8251 堺市中区平井238番地5 中区 072-247-8815 072-247-8825 居宅介護 2716101403 平成28年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　ティーエヌコーポレーション ヘルパーステーションふたば 599-8251 堺市中区平井314 中区 072-270-3345 072-270-3345 居宅介護 2716101809 平成30年9月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　暁会 あゆら訪問介護 599-8251 堺市中区平井17番地2 中区 072-283-7717 072-201-7054 居宅介護 2716300732 平成24年3月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＰＥＡＣＥ かなでヘルパーステーション 599-8252 堺市中区楢葉149-1 中区 072-235-3681 072-235-3682 居宅介護 2716102054 令和2年1月1日 あり あり あり あり
エンブレイス　株式会社 アイリス介護ステーション堺 599-8253 堺市中区深阪六丁21-10 中区 072-236-7959 072-236-7959 居宅介護 2716101544 平成29年2月1日 あり あり あり あり
医療法人　隆昌会 河野外科訪問介護事業所 599-8253 堺市中区深阪五丁14番41号 中区 072-289-7701 072-289-7702 居宅介護 2716102187 令和2年10月1日 あり なし なし なし
株式会社　E.Tライフケア ヘルパーステーションあかしあ 599-8253 堺市中区深阪一丁6－17－103号 中区 072-239-0461 072-239-0465 居宅介護 2716101916 令和1年6月1日 あり あり あり あり
株式会社　Ｔａｎ　Ｔａｎ 訪問介護たんたん 599-8253 堺市中区深阪六丁2番13号　スプルース泉ヶ丘Ⅱ111号 中区 072-290-7475 072-290-7475 居宅介護 2716101338 平成27年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター泉ヶ丘 599-8253 堺市中区深阪三丁1番64号 中区 072-230-2518 072-235-6658 居宅介護 2716400227 平成18年11月1日 あり あり あり あり
株式会社　小次郎 こじろう 599-8253 堺市中区深阪四丁11番21号 中区 072-236-5673 072-236-5673 居宅介護 2716100603 平成21年9月1日 あり あり あり あり
三共電子工業　株式会社 ネツトワークナース 599-8253 堺市中区深阪二丁9番2号 中区 072-234-2564 072-234-6853 居宅介護 2716100140 平成18年10月1日 あり あり あり あり
有限会社　もりの木 もりの木訪問介護センター 599-8253 堺市中区深阪一丁14番52-105号 中区 072-220-7370 072-220-7369 居宅介護 2716101031 平成24年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　タスク たすく介護サービス 599-8254 堺市中区伏尾314番地　サニーハイツ健翔101号 中区 072-269-4880 072-269-4881 居宅介護 2716101155 平成25年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　花まる訪問介護サービス 株式会社花まる訪問介護サービス 599-8261 堺市中区堀上町368番地37 中区 072-203-8701 072-203-8702 居宅介護 2716101072 平成24年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　秋桜 こすもす介護サービス 599-8261 堺市中区堀上町31番地15 中区 072-276-7130 072-276-7131 居宅介護 2716100942 平成23年7月1日 あり あり あり あり
合同会社　藍郷 ゆさらび訪問介護ステーション堺 599-8261 堺市中区堀上町151番4　北野ビル202号室 中区 072-277-5050 072-280-4510 居宅介護 2716101452 平成28年8月1日 あり あり あり あり
アシストワーク　株式会社 アシストワーク株式会社 599-8262 堺市中区八田北町297番-1 中区 072-277-4165 072-277-4166 居宅介護 2716100686 平成22年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺八田荘 599-8262 堺市中区八田北町320番地1 中区 072-276-7110 072-279-2701 居宅介護 2716200262 平成19年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　未来設計事務所 愛らんど 599-8262 堺市中区八田北町495-3-103 中区 072-278-1165 072-278-1185 居宅介護 2716101247 平成27年2月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ウイング ウイングケア 599-8262 堺市中区八田北町595-1 中区 072-242-8068 072-275-9647 居宅介護 2716001512 平成25年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＣＯＣＯＲＯ ＣＯＣＯＲＯケアサービス 599-8265 堺市中区八田西町二丁21番26号 中区 072-278-8888 072-278-8885 居宅介護 2716101320 平成27年8月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＣＯＬＯＲ‘Ｓ 訪問介護ひかり 599-8265 堺市中区八田西町二丁11-11　ハウスアメニティ203号 中区 072-260-4212 072-260-4218 居宅介護 2716300906 平成24年11月1日 あり あり あり あり
株式会社　グランドライフ グランドライフ堺ヘルパーステーション 599-8265 堺市中区八田西町三丁7番46号 中区 072-281-1165 072-281-1265 居宅介護 2716101379 平成28年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　幸寿苑 訪問介護ステーションらくらく幸寿苑 599-8265 堺市中区八田西町三丁11番32号 中区 072-277-3817 072-277-3821 居宅介護 2716101502 平成28年12月1日 あり あり なし あり
株式会社　侑匠 愛の木介護センター 599-8265 堺市中区八田西町三丁3番10号 中区 072-350-1361 072-350-0880 居宅介護 2716301185 平成27年9月1日 あり あり あり あり
合同会社　翁 介護センター翁 599-8265 堺市中区八田西町三丁5番47号　ＡＧビル2Ｃ号室 中区 072-270-1235 072-270-1236 居宅介護 2716101510 平成29年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　ダイフク ダイフク訪問介護ステーション 599-8266 堺市中区毛穴町174-1 中区 072-260-7556 072-260-7557 居宅介護 2716101049 平成24年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　さくら 株式会社さくら訪問介護事業所 599-8267 堺市中区八田寺町291番地162 中区 072-279-5200 072-220-4132 居宅介護 2716100439 平成19年11月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　ほっと あいるケアステーション 599-8271 堺市中区深井北町3436番地 中区 072-242-4707 072-242-4708 居宅介護 2716101585 平成29年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＴＲＵＳＴ トラスト訪問介護ステーション 599-8271 堺市中区深井北町811－3　ヴィラージュNissn301 中区 072-278-5799 072-278-5795 居宅介護 2716101635 平成29年8月1日 あり あり あり あり
株式会社　コンフォート アイ・ケアステーション 599-8271 堺市中区深井北町170番地6 中区 072-278-9258 072-278-9298 居宅介護 2716100025 平成18年10月1日 あり あり あり なし
株式会社　デルソーレ 訪問介護ステーションデルソーレ 599-8271 堺市中区深井北町3132番地1 中区 072-276-6610 072-276-6620 居宅介護 2716100595 平成21年9月1日 あり なし なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター深井 599-8271 堺市中区深井北町646-2 中区 072-276-0662 072-276-0663 居宅介護 2716100033 平成18年10月1日 あり あり あり あり
ワンズ・ユニーク　合同会社 ワンズケアサポート 599-8272 堺市中区深井中町1043番地2 中区 072-247-7889 072-247-7890 居宅介護 2716101759 平成30年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　セカンド・ライフ セカンド・ライフ深井中町 599-8272 堺市中区深井中町743番12 中区 072-230-4182 072-230-4192 居宅介護 2716102229 令和3年3月1日 あり あり なし あり
株式会社　朋友会 朋友介護サービス 599-8272 堺市中区深井中町579-3 中区 072-275-7440 072-275-8158 居宅介護 2716301128 平成26年10月1日 あり あり あり あり
合同会社　レア ケアサポートおはな 599-8272 堺市中区深井中町761番地3 中区 072-276-6260 072-276-6261 居宅介護 2716101718 平成30年1月1日 あり あり あり あり
有限会社　輝ケアーセンター３９ 有限会社輝ケアーセンター３９ 599-8272 堺市中区深井中町1211番地3 中区 072-281-6461 072-281-7739 居宅介護 2716100256 平成18年10月1日 あり あり あり あり
有限会社　北野介護事務所 北野介護センター陽だまり 599-8272 堺市中区深井中町1857番地の1 中区 072-242-2525 072-242-2526 居宅介護 2716100454 平成19年11月1日 あり あり あり あり
１－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｗｏｒｋ　ｏｆｆｉｃｅ　株式会社 ｏｎｅ 599-8273 堺市中区深井清水町3514番地　グランドールエコー深井401号 中区 072-322-4289 072-206-4239 居宅介護 2716102351 令和4年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　りぼん りぼんケアステーション 599-8273 堺市中区深井清水町3587番地 中区 072-275-7392 072-275-7385 居宅介護 2716001199 平成24年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　カイゴス きずな深井介護所 599-8273 堺市中区深井清水町3199番地 中区 072-278-6551 072-278-6552 居宅介護 2716100876 平成23年5月1日 あり あり あり あり
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令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

株式会社　フォーユー ケアセンターフォーユー 599-8273 堺市中区深井清水町1462番地1 中区 072-270-9076 072-270-9075 居宅介護 2716101650 平成29年10月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＭＴ．ｇａｔｅ ぐっさんち 599-8273 堺市中区深井清水町1076番地5 中区 072-283-3509 072-355-6523 居宅介護 2716101676 平成29年10月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　ばなな ケアステーションらふたぁ 599-8273 堺市中区深井清水町3488-1 中区 072-277-2181 072-277-2167 居宅介護 2716100819 平成22年12月1日 あり あり あり なし
有限会社　あいネットワーク ケアステーションあい 599-8273 堺市中区深井清水町3724番地 中区 072-270-0088 072-275-5366 居宅介護 2716100082 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　ｎｅｏ 居宅支援事業所エル介護部 599-8274 堺市中区宮園町2番11号 中区 072-350-6991 072-350-6993 居宅介護 2716100694 平成22年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　ベストライフはるか ひだまり訪問介護 599-8274 堺市中区宮園町2番11号 中区 072-247-9870 072-247-9879 居宅介護 2716101726 平成30年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　大光産業 みゆき苑ケアステーション 599-8274 堺市中区宮園町6番10号 中区 072-279-1131 072-279-1132 居宅介護 2716101429 平成28年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　悠美 ヘルパーステーションさくらんぼ 599-8274 堺市中区宮園町2番12号　第一ビル201号室 中区 072-278-6225 072-278-6226 居宅介護 2716100728 平成22年9月1日 あり あり あり あり
医療法人　中村会 ヘルパーステーションくぜのさと 599-8275 堺市中区東八田26番地1 中区 072-275-6200 072-275-6200 居宅介護 2716101841 平成30年12月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　グリーンレスト ジーアール介護センター 599-8275 堺市中区東八田107番地2 中区 072-280-4163 072-280-4425 居宅介護 2716102278 令和3年12月1日 あり あり あり あり
有限会社　吉右エ門 ヘルパーステーションふくふく 599-8275 堺市中区東八田424-7 中区 072-275-9961 072-275-9961 居宅介護 2716101197 平成26年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　ヘリアントス ヘルパーステーション笑楽堂 599-8276 堺市中区小阪188-1 中区 072-277-0477 072-277-0487 居宅介護 2716101163 平成25年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ゆきあい ケアセンターまごころ小阪 599-8276 堺市中区小阪94-3 中区 072-276-7210 072-276-7211 居宅介護 2716101536 平成29年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　ラパン らぱん介護ステーション 599-8276 堺市中区小阪341　辰巳マンション206号 中区 072-275-7057 072-275-7183 居宅介護 2716002726 令和2年7月1日 あり あり あり あり
合同会社　天海 介護ステーションみらい 599-8276 堺市中区小阪187番地13 中区 072-270-7118 072-220-8736 居宅介護 2716101932 令和1年7月1日 あり あり あり あり
優仁ウエルネス　株式会社 ひなたヘルパーステーション 599-8276 堺市中区小阪297番地1 中区 072-242-3095 072-281-0130 居宅介護 2716102419 令和4年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　メディカルinnocent 訪問介護サービスinnocent 599-8231 堺市中区学園町3-10 中区 072-230-2611 072-230-2612 重度訪問介護 2716101924 令和1年7月1日 あり あり なし あり
合同会社　ＬＩＮＫＬＩＮＥ 訪問介護サービスりんく 599-8232 堺市中区新家町1-12 中区 072-349-6132 072-349-6133 重度訪問介護 2716200668 平成29年3月1日 あり あり なし あり
医療法人　浩仁会 医療法人浩仁会ヘルパーステーションオリーブの樹 599-8233 堺市中区大野芝町168番地1 中区 072-239-1165 072-239-1167 重度訪問介護 2716102302 令和3年12月1日 あり なし なし あり
株式会社　Ｍａｒｋｓ あいあいヘルパーステーション 599-8233 堺市中区大野芝町170番地11 中区 072-206-1285 072-206-1286 重度訪問介護 2716102047 令和2年1月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　やすらぎ倶楽部 やすらぎ倶楽部ヘルパーステーション咲楽 599-8234 堺市中区土塔町2044-60 中区 072-234-3311 072-234-6160 重度訪問介護 2716101437 平成28年5月1日 あり なし なし なし
株式会社　松和 まつわ介護サービス 599-8235 堺市中区深井東町3189番地101号 中区 072-270-8033 072-270-8035 重度訪問介護 2716101700 平成30年1月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　尊人会 ケアステーションあしびな 599-8236 堺市中区深井沢町3279番地 中区 072-242-7567 072-242-7568 重度訪問介護 2716100934 平成23年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＧＶＰマネージメント ひかりケアステーション 599-8236 堺市中区深井沢町3265番 中区 072-270-2095 072-276-4095 重度訪問介護 2716101643 平成29年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　アーカイブ コアラケアステーション 599-8236 堺市中区深井沢町3309番地1　グレイスコート善301号 中区 050-8883-8508 050-8883-8509 重度訪問介護 2716102427 令和4年6月1日 あり あり なし あり
株式会社　ケア２１ ケア２１深井 599-8236 堺市中区深井沢町3124番　サンハイム格谷105号 中区 072-242-0021 072-242-1021 重度訪問介護 2716102088 令和2年3月1日 あり あり なし あり
合同会社　ＰＡＮＤＡ パンダケアステーション 599-8236 堺市中区深井沢町3309-1　グレイスコート善501号室 中区 072-242-6904 072-242-6905 重度訪問介護 2716102260 令和3年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ビルドアップ プラウド介護サービス 599-8237 堺市中区深井水池町3276番地　ハート水池ビル301号室 中区 072-225-4150 072-225-4150 重度訪問介護 2716100397 平成19年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　ファウスター ふぁうすと介護センター 599-8237 堺市中区深井水池町3080番地 中区 072-268-5517 072-268-5518 重度訪問介護 2716101288 平成27年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　Ｒｏａｄ ロード 599-8238 堺市中区土師町五丁12番地27　ベルコート102号 中区 072-206-0801 072-206-0809 重度訪問介護 2716101312 平成27年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　エーシン こうせん介護サービス 599-8238 堺市中区土師町三丁8番1-104 中区 072-276-0701 072-276-0702 重度訪問介護 2716100884 平成23年5月1日 あり あり なし あり
合同会社　ＦＵＮフレンド ケアステーションファンズ 599-8238 堺市中区土師町二丁27番1号　ユニティー土師206号室 中区 072-245-9050 072-245-9050 重度訪問介護 2716001546 平成25年12月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　自立支援協会 ケアサポートしののめ 599-8238 堺市中区土師町二丁33-37 中区 072-281-4310 072-281-4320 重度訪問介護 2716000019 平成18年10月1日 あり あり なし あり
アイリーライフ　合同会社 訪問介護アイリーライフ 599-8241 堺市中区福田1023番地8 中区 072-283-4418 072-283-4418 重度訪問介護 2716101296 平成27年4月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　福祉社会協会 赤坂事業所 599-8241 堺市中区福田1061-5-202 中区 080-5328-1361 072-294-6025 重度訪問介護 2716400631 平成24年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　アステル アステル介護ステーション 599-8241 堺市中区福田601番地 中区 072-237-2653 072-237-2654 重度訪問介護 2716101221 平成26年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　亀田 アガペの里介護ステーション 599-8241 堺市中区福田464番地6 中区 072-234-2202 072-234-2204 重度訪問介護 2716100637 平成22年1月1日 あり あり なし あり
合同会社　優心 訪問介護はるく 599-8241 堺市中区福田577-2　ファミールタカゼンＷ棟302 中区 072-289-5075 重度訪問介護 2716102435 令和4年6月1日 あり あり なし あり
株式会社　夢花 介護サービスゆめか 599-8244 堺市中区上之566-5 中区 072-236-5117 072-236-5117 重度訪問介護 2716100801 平成22年12月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　花菜 訪問介護ステーションはな 599-8244 堺市中区上之433-11 中区 072-349-7111 072-234-7555 重度訪問介護 2716000951 平成23年3月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＣｏＣｏ うるし介護サービス 599-8247 堺市中区東山1013　パレドール東山101号室 中区 072-247-5516 072-247-5516 重度訪問介護 2716101577 平成29年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　希望社 希望介護ステーション 599-8247 堺市中区東山953番地3　ウインビル1階 中区 072-230-1158 072-230-1258 重度訪問介護 2716100611 平成21年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　溝畑 丸和ケアセンター 599-8247 堺市中区東山552番地2 中区 072-320-8445 072-320-8635 重度訪問介護 2716101080 平成24年10月1日 あり あり なし あり
合同会社　ＴＡＫＵＭＩ なお介護サービス 599-8247 堺市中区東山659番地1-107 中区 072-355-6099 072-355-9397 重度訪問介護 2716101957 令和1年8月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　悠人会 ベルファミリアヘルパーステーション 599-8247 堺市中区東山841番地1 中区 072-234-2005 072-234-4691 重度訪問介護 2716100215 平成18年10月1日 あり あり なし なし
株式会社　フォーユー ケアセンターフォーユー畑山 599-8248 堺市中区深井畑山町2631番地1 中区 072-276-0205 072-276-0206 重度訪問介護 2716101668 平成29年10月1日 あり あり なし あり
社会医療法人　生長会 ベルアモールヘルパーステーション 599-8248 堺市中区深井畑山町211番地 中区 072-277-7711 072-270-7735 重度訪問介護 2716100199 平成18年10月1日 あり あり なし なし
社会福祉法人　稲穂会 やすらぎの園ホームヘルパーステーション 599-8248 堺市中区深井畑山町2528番地1 中区 072-270-7000 072-270-7100 重度訪問介護 2716100413 平成19年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　グロース 訪問介護センターつつみ 599-8251 堺市中区平井1028番地7 中区 072-230-2234 072-230-2235 重度訪問介護 2716100918 平成23年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　ジュエル 訪問介護じゅえる 599-8251 堺市中区平井238番地5 中区 072-247-8815 072-247-8825 重度訪問介護 2716101403 平成28年4月1日 あり あり なし あり
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株式会社　ティーエヌコーポレーション ヘルパーステーションふたば 599-8251 堺市中区平井314 中区 072-270-3345 072-270-3345 重度訪問介護 2716101809 平成30年9月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　暁会 あゆら訪問介護 599-8251 堺市中区平井17番地2 中区 072-283-7717 072-201-7054 重度訪問介護 2716300732 平成24年3月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＰＥＡＣＥ かなでヘルパーステーション 599-8252 堺市中区楢葉149-1 中区 072-235-3681 072-235-3682 重度訪問介護 2716102054 令和2年1月1日 あり あり なし あり
エンブレイス　株式会社 アイリス介護ステーション堺 599-8253 堺市中区深阪六丁21-10 中区 072-236-7959 072-236-7959 重度訪問介護 2716101544 平成29年2月1日 あり あり なし あり
医療法人　隆昌会 河野外科訪問介護事業所 599-8253 堺市中区深阪五丁14番41号 中区 072-289-7701 072-289-7702 重度訪問介護 2716102187 令和2年10月1日 あり なし なし なし
株式会社　E.Tライフケア ヘルパーステーションあかしあ 599-8253 堺市中区深阪一丁6－17－103号 中区 072-239-0461 072-239-0465 重度訪問介護 2716101916 令和1年6月1日 あり あり なし あり
株式会社　Ｔａｎ　Ｔａｎ 訪問介護たんたん 599-8253 堺市中区深阪六丁2番13号　スプルース泉ヶ丘Ⅱ111号 中区 072-290-7475 072-290-7475 重度訪問介護 2716101338 平成27年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター泉ヶ丘 599-8253 堺市中区深阪三丁1番64号 中区 072-230-2518 072-235-6658 重度訪問介護 2716400227 平成18年11月1日 あり あり なし あり
株式会社　小次郎 こじろう 599-8253 堺市中区深阪四丁11番21号 中区 072-236-5673 072-236-5673 重度訪問介護 2716100603 平成21年9月1日 あり あり なし あり
三共電子工業　株式会社 ネツトワークナース 599-8253 堺市中区深阪二丁9番2号 中区 072-234-2564 072-234-6853 重度訪問介護 2716100140 平成18年10月1日 あり あり なし あり
有限会社　もりの木 もりの木訪問介護センター 599-8253 堺市中区深阪一丁14番52-105号 中区 072-220-7370 072-220-7369 重度訪問介護 2716101031 平成24年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　タスク たすく介護サービス 599-8254 堺市中区伏尾314番地　サニーハイツ健翔101号 中区 072-269-4880 072-269-4881 重度訪問介護 2716101155 平成25年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　花まる訪問介護サービス 株式会社花まる訪問介護サービス 599-8261 堺市中区堀上町368番地37 中区 072-203-8701 072-203-8702 重度訪問介護 2716101072 平成24年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　秋桜 こすもす介護サービス 599-8261 堺市中区堀上町31番地15 中区 072-276-7130 072-276-7131 重度訪問介護 2716100942 平成23年7月1日 あり あり なし あり
合同会社　藍郷 ゆさらび訪問介護ステーション堺 599-8261 堺市中区堀上町151番4　北野ビル202号室 中区 072-277-5050 072-280-4510 重度訪問介護 2716101452 平成28年8月1日 あり あり なし あり
アシストワーク　株式会社 アシストワーク株式会社 599-8262 堺市中区八田北町297番-1 中区 072-277-4165 072-277-4166 重度訪問介護 2716100686 平成22年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺八田荘 599-8262 堺市中区八田北町320番地1 中区 072-276-7110 072-279-2701 重度訪問介護 2716200262 平成19年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　未来設計事務所 愛らんど 599-8262 堺市中区八田北町495-3-103 中区 072-278-1165 072-278-1185 重度訪問介護 2716101247 平成27年2月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　ウイング ウイングケア 599-8262 堺市中区八田北町595-1 中区 072-242-8068 072-275-9647 重度訪問介護 2716001512 平成25年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＣＯＣＯＲＯ ＣＯＣＯＲＯケアサービス 599-8265 堺市中区八田西町二丁21番26号 中区 072-278-8888 072-278-8885 重度訪問介護 2716101320 平成27年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＣＯＬＯＲ‘Ｓ 訪問介護ひかり 599-8265 堺市中区八田西町二丁11-11　ハウスアメニティ203号 中区 072-260-4212 072-260-4218 重度訪問介護 2716300906 平成24年11月1日 あり あり なし あり
株式会社　グランドライフ グランドライフ堺ヘルパーステーション 599-8265 堺市中区八田西町三丁7番46号 中区 072-281-1165 072-281-1265 重度訪問介護 2716101379 平成28年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　幸寿苑 訪問介護ステーションらくらく幸寿苑 599-8265 堺市中区八田西町三丁11番32号 中区 072-277-3817 072-277-3821 重度訪問介護 2716101502 平成28年12月1日 あり あり なし あり
株式会社　侑匠 愛の木介護センター 599-8265 堺市中区八田西町三丁3番10号 中区 072-350-1361 072-350-0880 重度訪問介護 2716301185 平成27年9月1日 あり あり なし あり
合同会社　翁 介護センター翁 599-8265 堺市中区八田西町三丁5番47号　ＡＧビル2Ｃ号室 中区 072-270-1235 072-270-1236 重度訪問介護 2716101510 平成29年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　ダイフク ダイフク訪問介護ステーション 599-8266 堺市中区毛穴町174-1 中区 072-260-7556 072-260-7557 重度訪問介護 2716101049 平成24年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　さくら 株式会社さくら訪問介護事業所 599-8267 堺市中区八田寺町291番地162 中区 072-279-5200 072-220-4132 重度訪問介護 2716100439 平成19年11月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　ほっと あいるケアステーション 599-8271 堺市中区深井北町3436番地 中区 072-242-4707 072-242-4708 重度訪問介護 2716101585 平成29年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＴＲＵＳＴ トラスト訪問介護ステーション 599-8271 堺市中区深井北町811－3　ヴィラージュNissn301 中区 072-278-5799 072-278-5795 重度訪問介護 2716101635 平成29年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　コンフォート アイ・ケアステーション 599-8271 堺市中区深井北町170番地6 中区 072-278-9258 072-278-9298 重度訪問介護 2716100025 平成18年10月1日 あり あり なし なし
株式会社　デルソーレ 訪問介護ステーションデルソーレ 599-8271 堺市中区深井北町3132番地1 中区 072-276-6610 072-276-6620 重度訪問介護 2716100595 平成21年9月1日 あり なし なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター深井 599-8271 堺市中区深井北町646-2 中区 072-276-0662 072-276-0663 重度訪問介護 2716100033 平成18年10月1日 あり あり なし あり
ワンズ・ユニーク　合同会社 ワンズケアサポート 599-8272 堺市中区深井中町1043番地2 中区 072-247-7889 072-247-7890 重度訪問介護 2716101759 平成30年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　セカンド・ライフ セカンド・ライフ深井中町 599-8272 堺市中区深井中町743番12 中区 072-230-4182 072-230-4192 重度訪問介護 2716102229 令和3年3月1日 あり あり なし あり
株式会社　朋友会 朋友介護サービス 599-8272 堺市中区深井中町579-3 中区 072-275-7440 072-275-8158 重度訪問介護 2716301128 平成26年10月1日 あり あり なし あり
合同会社　レア ケアサポートおはな 599-8272 堺市中区深井中町761番地3 中区 072-276-6260 072-276-6261 重度訪問介護 2716101718 平成30年1月1日 あり あり なし あり
有限会社　輝ケアーセンター３９ 有限会社輝ケアーセンター３９ 599-8272 堺市中区深井中町1211番地3 中区 072-281-6461 072-281-7739 重度訪問介護 2716100256 平成18年10月1日 あり あり なし あり
有限会社　北野介護事務所 北野介護センター陽だまり 599-8272 堺市中区深井中町1857番地の1 中区 072-242-2525 072-242-2526 重度訪問介護 2716100454 平成19年11月1日 あり あり なし あり
１－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｗｏｒｋ　ｏｆｆｉｃｅ　株式会社 ｏｎｅ 599-8273 堺市中区深井清水町3514番地　グランドールエコー深井401号 中区 072-322-4289 072-206-4239 重度訪問介護 2716102351 令和4年4月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　りぼん りぼんケアステーション 599-8273 堺市中区深井清水町3587番地 中区 072-275-7392 072-275-7385 重度訪問介護 2716001199 平成24年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　カイゴス きずな深井介護所 599-8273 堺市中区深井清水町3199番地 中区 072-278-6551 072-278-6552 重度訪問介護 2716100876 平成23年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　フォーユー ケアセンターフォーユー 599-8273 堺市中区深井清水町1462番地1 中区 072-270-9076 072-270-9075 重度訪問介護 2716101650 平成29年10月1日 あり あり なし あり
合同会社　ＭＴ．ｇａｔｅ ぐっさんち 599-8273 堺市中区深井清水町1076番地5 中区 072-283-3509 072-355-6523 重度訪問介護 2716101676 平成29年10月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　ばなな ケアステーションらふたぁ 599-8273 堺市中区深井清水町3488-1 中区 072-277-2181 072-277-2167 重度訪問介護 2716100819 平成22年12月1日 あり あり なし なし
有限会社　あいネットワーク ケアステーションあい 599-8273 堺市中区深井清水町3724番地 中区 072-270-0088 072-275-5366 重度訪問介護 2716100082 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ｎｅｏ 居宅支援事業所エル介護部 599-8274 堺市中区宮園町2番11号 中区 072-350-6991 072-350-6993 重度訪問介護 2716100694 平成22年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　ベストライフはるか ひだまり訪問介護 599-8274 堺市中区宮園町2番11号 中区 072-247-9870 072-247-9879 重度訪問介護 2716101726 平成30年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　大光産業 みゆき苑ケアステーション 599-8274 堺市中区宮園町6番10号 中区 072-279-1131 072-279-1132 重度訪問介護 2716101429 平成28年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　悠美 ヘルパーステーションさくらんぼ 599-8274 堺市中区宮園町2番12号　第一ビル201号室 中区 072-278-6225 072-278-6226 重度訪問介護 2716100728 平成22年9月1日 あり あり なし あり
医療法人　中村会 ヘルパーステーションくぜのさと 599-8275 堺市中区東八田26番地1 中区 072-275-6200 072-275-6200 重度訪問介護 2716101841 平成30年12月1日 あり あり なし あり
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特定非営利活動法人　グリーンレスト ジーアール介護センター 599-8275 堺市中区東八田107番地2 中区 072-280-4163 072-280-4425 重度訪問介護 2716102278 令和3年12月1日 あり あり なし あり
有限会社　吉右エ門 ヘルパーステーションふくふく 599-8275 堺市中区東八田424-7 中区 072-275-9961 072-275-9961 重度訪問介護 2716101197 平成26年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　ヘリアントス ヘルパーステーション笑楽堂 599-8276 堺市中区小阪188-1 中区 072-277-0477 072-277-0487 重度訪問介護 2716101163 平成25年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ゆきあい ケアセンターまごころ小阪 599-8276 堺市中区小阪94-3 中区 072-276-7210 072-276-7211 重度訪問介護 2716101536 平成29年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　ラパン らぱん介護ステーション 599-8276 堺市中区小阪341　辰巳マンション206号 中区 072-275-7057 072-275-7183 重度訪問介護 2716002726 令和2年7月1日 あり あり なし あり
合同会社　天海 介護ステーションみらい 599-8276 堺市中区小阪187番地13 中区 072-270-7118 072-220-8736 重度訪問介護 2716101932 令和1年7月1日 あり あり なし あり
優仁ウエルネス　株式会社 ひなたヘルパーステーション 599-8276 堺市中区小阪297番地1 中区 072-242-3095 072-281-0130 重度訪問介護 2716102419 令和4年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　松和 まつわ介護サービス 599-8235 堺市中区深井東町3189番地101号 中区 072-270-8033 072-270-8035 同行援護 2716101700 平成30年1月1日 あり なし あり なし
株式会社　ＧＶＰマネージメント ひかりケアステーション 599-8236 堺市中区深井沢町3265番 中区 072-270-2095 072-276-4095 同行援護 2716101643 平成29年9月1日 あり なし あり なし
株式会社　ケア２１ ケア２１深井 599-8236 堺市中区深井沢町3124番　サンハイム格谷105号 中区 072-242-0021 072-242-0021 同行援護 2716102088 令和2年3月1日 あり なし あり なし
合同会社　ＰＡＮＤＡ パンダケアステーション 599-8236 堺市中区深井沢町3309-1　グレイスコート善501号室 中区 072-242-6904 072-242-6905 同行援護 2716102260 令和4年3月1日 あり なし あり なし
株式会社　ビルドアップ プラウド介護サービス 599-8237 堺市中区深井水池町3276番地　ハート水池ビル301号室 中区 072-225-4150 072-225-4150 同行援護 2716100397 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　エーシン こうせん介護サービス 599-8238 堺市中区土師町三丁8番1-104 中区 072-276-0701 072-276-0702 同行援護 2716100884 平成23年10月1日 あり なし あり なし
合同会社　ＦＵＮフレンド ケアステーションファンズ 599-8238 堺市中区土師町二丁27番1号　ユニティー土師206号室 中区 072-245-9050 072-245-9050 同行援護 2716001546 平成25年12月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　自立支援協会 ケアサポートしののめ 599-8238 堺市中区土師町二丁33-37 中区 072-281-4310 072-281-4320 同行援護 2716000019 平成23年10月1日 あり なし あり なし
アイリーライフ　合同会社 訪問介護アイリーライフ 599-8241 堺市中区福田1023番地8 中区 072-283-4418 072-283-4418 同行援護 2716101296 平成27年4月1日 あり なし なし なし
一般社団法人　福祉社会協会 赤坂事業所 599-8241 堺市中区福田1061-5-202 中区 080-5328-1361 072-294-6025 同行援護 2716400631 平成24年4月1日 あり なし あり なし
株式会社　亀田 アガペの里介護ステーション 599-8241 堺市中区福田464番地6 中区 072-234-2202 072-234-2204 同行援護 2716100637 平成23年12月1日 あり なし あり なし
株式会社　夢花 介護サービスゆめか 599-8244 堺市中区上之566-5 中区 072-236-5117 072-236-5117 同行援護 2716100801 平成24年4月1日 あり なし あり なし
株式会社　溝畑 丸和ケアセンター 599-8247 堺市中区東山552番地2 中区 072-320-8445 072-320-8635 同行援護 2716101080 平成24年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　ＰＥＡＣＥ かなでヘルパーステーション 599-8252 堺市中区楢葉149-1 中区 072-235-3681 072-235-3682 同行援護 2716102054 令和2年1月1日 あり なし あり なし
株式会社　Ｔａｎ　Ｔａｎ 訪問介護たんたん 599-8253 堺市中区深阪六丁2番13号　スプルース泉ヶ丘Ⅱ111号 中区 072-290-7475 072-290-7475 同行援護 2716101338 平成27年9月1日 あり なし あり なし
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター泉ヶ丘 599-8253 堺市中区深阪三丁1番64号 中区 072-230-2518 072-235-6658 同行援護 2716400227 平成23年10月1日 あり なし あり なし
三共電子工業　株式会社 ネツトワークナース 599-8253 堺市中区深阪二丁9番2号 中区 072-234-2564 072-234-6853 同行援護 2716100140 平成23年12月1日 あり なし あり なし
株式会社　タスク たすく介護サービス 599-8254 堺市中区伏尾314番地　サニーハイツ健翔101号 中区 072-269-4880 072-269-4881 同行援護 2716101155 平成25年7月1日 あり なし あり なし
株式会社　花まる訪問介護サービス 株式会社花まる訪問介護サービス 599-8261 堺市中区堀上町368番地37 中区 072-203-8701 072-203-8702 同行援護 2716101072 平成24年7月1日 あり なし あり なし
合同会社　藍郷 ゆさらび訪問介護ステーション堺 599-8261 堺市中区堀上町151番4　北野ビル202号室 中区 072-277-5050 072-280-4510 同行援護 2716101452 平成28年8月1日 あり なし あり なし
アシストワーク　株式会社 アシストワーク株式会社 599-8262 堺市中区八田北町297番-1 中区 072-277-4165 072-277-4166 同行援護 2716100686 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺八田荘 599-8262 堺市中区八田北町320番地1 中区 072-276-7110 072-279-2701 同行援護 2716200262 平成23年10月1日 あり なし あり なし
一般社団法人　ほっと あいるケアステーション 599-8271 堺市中区深井北町3436番地 中区 072-242-4707 072-242-4708 同行援護 2716101585 平成29年5月1日 あり なし あり なし
株式会社　朋友会 朋友介護サービス 599-8272 堺市中区深井中町579-3 中区 072-275-7440 072-275-8158 同行援護 2716301128 平成26年10月1日 あり なし あり なし
合同会社　レア ケアサポートおはな 599-8272 堺市中区深井中町761番地3 中区 072-276-6260 072-276-6261 同行援護 2716101718 平成30年1月1日 あり なし あり なし
有限会社　輝ケアーセンター３９ 有限会社輝ケアーセンター３９ 599-8272 堺市中区深井中町1211番地3 中区 072-281-6461 072-281-7739 同行援護 2716100256 平成23年11月1日 あり なし あり なし
１－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｗｏｒｋ　ｏｆｆｉｃｅ　株式会社 ｏｎｅ 599-8273 堺市中区深井清水町3514番地　グランドールエコー深井401号 中区 072-322-4289 072-206-4239 同行援護 2716102351 令和4年4月1日 あり なし あり なし
一般社団法人　りぼん りぼんケアステーション 599-8273 堺市中区深井清水町3587番地 中区 072-275-7392 072-275-7385 同行援護 2716001199 平成24年4月1日 あり なし あり なし
株式会社　フォーユー ケアセンターフォーユー 599-8273 堺市中区深井清水町1462番地1 中区 072-270-9076 072-270-9075 同行援護 2716101650 平成29年10月1日 あり なし あり なし
合同会社　ＭＴ．ｇａｔｅ ぐっさんち 599-8273 堺市中区深井清水町1076番地5 中区 072-283-3509 072-355-6523 同行援護 2716101676 平成29年10月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　ばなな ケアステーションらふたぁ 599-8273 堺市中区深井清水町3488-1 中区 072-277-2181 072-277-2167 同行援護 2716100819 平成23年10月1日 あり なし あり なし
有限会社　あいネットワーク ケアステーションあい 599-8273 堺市中区深井清水町3724番地 中区 072-270-0088 072-275-5366 同行援護 2716100082 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　ｎｅｏ 居宅支援事業所エル介護部 599-8274 堺市中区宮園町2番11号 中区 072-350-6991 072-350-6993 同行援護 2716100694 平成26年2月1日 あり なし あり なし
株式会社　ベストライフはるか ひだまり訪問介護 599-8274 堺市中区宮園町2番11号 中区 072-247-9870 072-247-9879 同行援護 2716101726 平成30年1月1日 あり なし あり なし
株式会社　悠美 ヘルパーステーションさくらんぼ 599-8274 堺市中区宮園町2番12号　第一ビル201号室 中区 072-278-6225 072-278-6226 同行援護 2716100728 平成23年10月1日 あり なし あり なし
特定非営利活動法人　グリーンレスト ジーアール介護センター 599-8275 堺市中区東八田107番地2 中区 072-280-4163 072-280-4425 同行援護 2716102278 令和3年12月1日 あり なし あり なし
株式会社　ＧＶＰマネージメント ひかりケアステーション 599-8236 堺市中区深井沢町3265番 中区 072-270-2095 072-276-4095 行動援護 2716101643 平成29年9月1日 なし あり あり あり
株式会社　Ｒｏａｄ ロード 599-8238 堺市中区土師町五丁12番地27　ベルコート102号 中区 072-206-0801 072-206-0809 行動援護 2716101312 平成31年1月1日 なし あり あり あり
社会福祉法人　自立支援協会 ケアサポートしののめ 599-8238 堺市中区土師町二丁33-37 中区 072-281-4310 072-281-4320 行動援護 2716000019 平成18年10月1日 なし あり あり あり
特定非営利活動法人　ウイング ウイングケア 599-8262 堺市中区八田北町595-1 中区 072-242-8068 072-275-9647 行動援護 2716001512 令和2年10月1日 なし あり あり あり
１－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｗｏｒｋ　ｏｆｆｉｃｅ　株式会社 ｏｎｅ 599-8273 堺市中区深井清水町3514番地　グランドールエコー深井401号 中区 072-322-4289 072-206-4239 行動援護 2716102351 令和4年4月1日 なし あり あり あり
社会福祉法人　ばなな ケアステーションらふたぁ 599-8273 堺市中区深井清水町3488-1 中区 072-277-2181 072-277-2167 行動援護 2716100819 令和2年5月1日 なし あり あり あり
有限会社　あいネットワーク ケアステーションあい 599-8273 堺市中区深井清水町3724番地 中区 072-270-0088 072-275-5366 行動援護 2716100082 平成28年12月1日 なし あり あり あり

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do


並び順：区→サービス種類→事業所郵便番号
各事業所の詳細については、 障害福祉サービス等情報公表検索サイトでご確認ください。
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

特定非営利活動法人　グリーンレスト ジーアール介護センター 599-8275 堺市中区東八田107番地2 中区 072-280-4163 072-280-4425 行動援護 2716102278 令和4年2月1日 なし あり あり あり
社会福祉法人　障友会 ケアスペースつむぎ 599-8233 堺市中区大野芝町204-6 中区 072-234-6811 072-234-6812 生活介護 2716101205 平成26年4月1日 なし あり なし なし
特定非営利活動法人　こうせん ワークステーションこうせん大野芝 599-8233 堺市中区大野芝町273番地1 中区 072-290-7427 072-290-7428 生活介護 2716102013 令和1年12月1日 あり あり なし あり
シャローム　株式会社 やすらぎの介護シャローム晴れる家 599-8234 堺市中区土塔町2044-60 中区 072-234-8011 072-234-8815 生活介護 2716102104 令和2年4月1日 あり なし なし なし
株式会社　キャン キャン・ベル 599-8234 堺市中区土塔町2484番地 中区 072-239-2288 072-284-7162 生活介護 2716101411 平成28年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＰＥＡＣＥ 共生型デイサービスカラーピース 599-8236 堺市中区深井沢町3256番地 中区 072-242-8227 072-242-8226 生活介護 2716102021 令和1年12月1日 あり あり なし あり
株式会社　ゆずの佳 ゆずスタ 599-8238 堺市中区土師町三丁32-32 中区 072-260-4271 072-260-4272 生活介護 2716101270 平成27年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　自立支援協会 たまごハウス 599-8238 堺市中区土師町二丁33番37号 中区 072-281-4330 072-281-4350 生活介護 2716102377 令和4年5月1日 あり あり なし あり
有限会社　ＫＡＴＥ デイサービスセンターなの花 599-8238 堺市中区土師町一丁12番25号 中区 072-276-0256 072-276-0258 生活介護 2716101775 平成30年6月1日 あり あり なし あり
ＮＰＯ法人　ヘッドウェイさかい ヘッドウェイ堺 599-8241 堺市中区福田91番地 中区 072-235-2458 072-234-2478 生活介護 2716101593 平成29年6月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　堺あけぼの福祉会 楽「あけぼの」 599-8244 堺市中区上之838-1 中区 072-234-6052 072-234-6053 生活介護 2716102237 令和3年4月1日 あり なし なし なし
社会福祉法人　堺あけぼの福祉会 集い「あけぼの」 599-8244 堺市中区上之853番地1 中区 072-239-6787 072-239-6787 生活介護 2716100017 平成18年10月1日 あり なし なし なし
社会福祉法人　堺あけぼの福祉会 紬「あけぼの」 599-8244 堺市中区上之837 中区 072-289-6929 072-289-6930 生活介護 2716101767 平成30年4月1日 あり なし なし なし
社会福祉法人　きぼうの会 きぼうの風 599-8247 堺市中区東山107番地2 中区 072-237-7180 072-234-3222 生活介護 2716100504 平成20年3月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　障友会 くるみの樹 599-8247 堺市中区東山252-6 中区 072-289-1235 072-289-1177 生活介護 2716100488 平成20年1月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　障友会 堺みなみ 599-8251 堺市中区平井671番地2 中区 072-278-5681 072-278-5682 生活介護 2716100496 平成20年1月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　南湖会 ボンの山作業所 599-8251 堺市中区平井482番地 中区 072-276-0160 072-277-0325 生活介護 2716100579 平成21年5月1日 あり あり なし なし
社会福祉法人　南湖会 社会福祉法人南湖会マイスター 599-8251 堺市中区平井370番地1 中区 072-256-4770 072-277-0325 生活介護 2716102344 令和4年4月1日 あり あり なし なし
株式会社　Ｇ．Ｌ．Ｂ． デイサービス向日葵 599-8253 堺市中区深阪三丁5番40号 中区 072-369-4557 072-369-4565 生活介護 2716102070 令和2年3月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　栄友社 えーゆールーム 599-8253 堺市中区深阪一丁13番83-101号 中区 072-277-0294 072-277-0293 生活介護 2716100900 平成23年6月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　障友会 デイセンターフレンズ 599-8254 堺市中区伏尾79番地 中区 072-276-7616 072-276-7617 生活介護 2716100405 平成19年9月1日 あり あり なし なし
アシストワーク　株式会社 あしすとデイ 599-8262 堺市中区八田北町297番-1 中区 072-278-4041 072-277-4166 生活介護 2716100967 平成23年8月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　ウイング ウイングデイ 599-8262 堺市中区八田北町595-1 中区 072-275-9641 072-275-9647 生活介護 2716101254 平成27年2月1日 あり あり なし あり
生活協同組合　エスコープ大阪 エスコープ大阪ピース八田西 599-8265 堺市中区八田西町二丁10番18号 中区 072-277-7140 072-277-7144 生活介護 2716100355 平成18年12月1日 あり あり なし あり
合同会社　ＯＺ マザーグース 599-8266 堺市中区毛穴町24番地 中区 072-360-4705 072-360-4706 生活介護 2716102393 令和4年5月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　ほっと てぃーだ 599-8271 堺市中区深井北町3436番地 中区 072-242-4811 072-242-4708 生活介護 2716101874 平成31年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター深井 599-8271 堺市中区深井北町646-2 中区 072-276-0662 072-276-0663 生活介護 2716101890 平成31年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　輝 デイサービスセンターヴィーナス 599-8272 堺市中区深井中町1056番地20 中区 072-242-8718 072-242-8851 生活介護 2716102146 令和2年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　ユウの家 チャレンジハウスどんどん 599-8272 堺市中区深井中町1923番地2 中区 072-277-6126 072-277-6126 生活介護 2716101122 平成25年4月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　げんき げんき作業所 599-8272 堺市中区深井中町1197番地1 中区 072-277-1802 072-277-1802 生活介護 2716101023 平成29年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　ホクジョー ワ―カウト深井駅前 599-8273 堺市中区深井清水町3847 中区 072-242-4011 072-242-4011 生活介護 2716102286 令和3年12月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　ばなな サニー・サイト 599-8273 堺市中区深井清水町3650番1 中区 072-281-3359 072-275-6250 生活介護 2716100678 平成25年6月1日 あり あり なし なし
社会福祉法人　ばなな サニー・ばなな 599-8273 堺市中区深井清水町1736-2 中区 072-275-6702 072-275-6703 生活介護 2716101940 令和1年7月1日 あり あり なし なし
特定非営利活動法人　レアレア 作業所ホクレア 599-8275 堺市中区東八田397番地1 中区 072-275-9595 072-275-9596 生活介護 2716102245 令和3年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　キャン キャン・スティ 599-8234 堺市中区土塔町2484番地 中区 072-284-7161 072-284-7162 短期入所 2716101189 平成26年3月1日 なし あり あり あり
合同会社　Ｒｈｙｚｍ グループホームＪＯＹ 599-8237 堺市中区深井水池町2827-1　エステートビルⅥ102号 中区 080-4764-7775 072-237-1134 短期入所 2716102179 令和2年8月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　南湖会 社会福祉法人南湖会泉嶺ホーム 599-8251 堺市中区平井482番地 中区 072-277-0374 072-279-2650 短期入所 2716100330 平成18年10月1日 あり あり あり なし
一般社団法人　輝39 輝のショートステイ 599-8272 堺市中区深井中町1211番地3 中区 072-275-7439 072-275-7485 短期入所 2716101825 平成30年11月1日 あり あり あり あり
株式会社　inC インク 599-8247 堺市中区東山477番地2 中区 072-234-5900 072-234-5901 自立訓練（生活訓練） 2716102120 令和2年4月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　創美 いおり 599-8232 堺市中区新家町765-8 中区 072-289-5481 072-289-5482 就労移行支援（一般型） 2716101684 平成29年11月1日 なし あり なし あり
一般社団法人　シグナル グロウアップ 599-8266 堺市中区毛穴町21-1 中区 072-247-5445 072-247-5446 就労移行支援（一般型） 2716101551 平成29年3月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　こうせん ワークステーションこうせん 599-8267 堺市中区八田寺町504-4 中区 072-370-1418 072-370-1428 就労移行支援（一般型） 2716101619 平成29年9月1日 あり あり なし あり
医療法人　杏和会 エンワーク 599-8273 堺市中区深井清水町3544-3　アンシャンテ深井１Ｆ 中区 072-270-3318 072-270-3318 就労移行支援（一般型） 2716101528 平成29年1月1日 なし なし なし あり
社会福祉法人　みのりの会 みのりの会作業所 599-8232 堺市中区新家町317番地1 中区 072-239-8002 072-239-8002 就労継続支援（Ｂ型） 2716100744 平成22年9月1日 なし あり なし なし
一般社団法人　あかるいひ はっぴー 599-8233 堺市中区大野芝町163-1　大野芝コンパクト1Ｂ 中区 072-289-1180 072-235-1150 就労継続支援（Ｂ型） 2716102005 令和1年11月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　こうせん ワークステーションこうせん大野芝 599-8233 堺市中区大野芝町273番地1 中区 072-290-7427 072-290-7428 就労継続支援（Ｂ型） 2716102013 令和1年12月1日 あり あり なし あり
合同会社　ｎｉｃｏｔｔｏ 作業所ｎｉｃｏｔｔｏ 599-8236 堺市中区深井沢町3195番地　セリバノーブル1Ｆ 中区 072-281-3077 072-281-3077 就労継続支援（Ｂ型） 2716102336 令和4年3月1日 あり あり なし あり
合同会社　Ｒｈｙｚｍ 未来図 599-8237 堺市中区深井水池町2835-11 中区 070-1839-7775 就労継続支援（Ｂ型） 2716102153 令和2年5月1日 なし あり なし あり
合同会社　寿 てとて 599-8237 堺市中区深井水池町3080番地ダイソーユニットＤ号 中区 072-260-4066 072-260-4076 就労継続支援（Ｂ型） 2716101965 令和1年9月1日 なし あり なし あり
株式会社　キャン コミニュティワークショップキャン 599-8238 堺市中区土師町二丁25番地1　センターコートアネックス101 中区 072-270-0380 072-270-0385 就労継続支援（Ｂ型） 2716100702 平成22年7月1日 あり あり なし あり
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

社会福祉法人　ピノキオ福祉会 ピノキオ作業所 599-8238 堺市中区土師町四丁14-10 中区 072-239-2584 072-239-2584 就労継続支援（Ｂ型） 2716100751 平成22年11月1日 なし あり なし なし
株式会社　光 スクエアりりいキッチン 599-8241 堺市中区福田554番地5 中区 072-288-6002 072-288-6003 就労継続支援（Ｂ型） 2716102310 令和4年1月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　あかるいひ らいく 599-8242 堺市中区陶器北1689番地4　北尾ビル2階 中区 072-289-1170 072-235-1150 就労継続支援（Ｂ型） 2716101981 令和1年9月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　きぼうの会 きぼうの風 599-8247 堺市中区東山107番地2 中区 072-237-7180 072-234-3222 就労継続支援（Ｂ型） 2716100504 平成20年3月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　フェニックス会 フェニックス 599-8247 堺市中区東山721番地4 中区 072-234-2341 072-234-2341 就労継続支援（Ｂ型） 2716100652 平成22年3月1日 なし なし なし あり
株式会社　りーどけあ 就労継続支援Ｂ型こはな 599-8251 堺市中区平井124-1 中区 072-320-9086 072-270-9010 就労継続支援（Ｂ型） 2716102369 令和4年4月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　暁会 あゆら作業所 599-8251 堺市中区平井17番地2 中区 072-201-7778 072-201-7054 就労継続支援（Ｂ型） 2716101478 平成28年11月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　Ｃ・ドリームの会 さくら作業所 599-8261 堺市中区堀上町158-4 中区 072-220-6027 072-220-6027 就労継続支援（Ｂ型） 2716101114 平成25年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＬＥＡＰ－Ａ Ｄｅａｒ－Ｌ（デアエル） 599-8262 堺市中区八田北町595番1の2 中区 072-248-5988 072-248-5988 就労継続支援（Ｂ型） 2716102039 令和2年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　レイアップ ニコイチ 599-8262 堺市中区八田北町586-1　101号 中区 072-248-6149 072-248-6149 就労継続支援（Ｂ型） 2716102294 令和3年12月1日 あり あり なし あり
合同会社　円池会 レイクファーム 599-8265 堺市中区八田西町三丁5番53号 中区 072-276-1170 072-276-1175 就労継続支援（Ｂ型） 2716101742 平成30年4月1日 なし あり なし なし
一般社団法人　シグナル グロウアップ 599-8266 堺市中区毛穴町21-1 中区 072-247-5445 072-247-5446 就労継続支援（Ｂ型） 2716101551 平成29年3月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　こうせん ワークステーションこうせん 599-8267 堺市中区八田寺町504-4 中区 072-370-1418 072-370-1428 就労継続支援（Ｂ型） 2716101619 平成29年7月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　ウイング プレイズ 599-8271 堺市中区深井北町3462 中区 072-275-7092 072-275-7093 就労継続支援（Ｂ型） 2716102328 令和4年1月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　げんき げんき作業所 599-8272 堺市中区深井中町1197番地1 中区 072-277-1802 072-277-1802 就労継続支援（Ｂ型） 2716101023 平成24年4月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　スカイ マハロＷｏｒｋｓ 599-8272 堺市中区深井中町1412-6 中区 072-343-1963 072-343-1963 就労継続支援（Ｂ型） 2716102195 令和2年11月1日 なし あり なし あり
株式会社　ＲＩＳＥ ライズ 599-8273 堺市中区深井清水町3282番地　尾崎ビル1階 中区 072-350-0950 072-350-0950 就労継続支援（Ｂ型） 2716102401 令和4年5月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　たんぽぽひろば ひまわり倶楽部 599-8273 堺市中区深井清水町3991番地 中区 072-278-6494 072-281-0367 就労継続支援（Ｂ型） 2716100793 平成22年11月1日 なし なし なし あり
社会福祉法人　ばなな サニー・サイト 599-8273 堺市中区深井清水町3650番1 中区 072-281-3359 072-275-6250 就労継続支援（Ｂ型） 2716100678 平成22年5月1日 あり あり なし なし
特定非営利活動法人　レアレア 第２作業所ホクレア 599-8275 堺市中区東八田263番地5 中区 072-247-5959 072-247-5970 就労継続支援（Ｂ型） 2716102385 令和4年5月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　あかるいひ みらい 599-8233 堺市中区大野芝町174-1　吉田文化2階16号室 中区 072-237-1140 072-235-1150 計画相談支援 2736100385 令和1年7月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　咲笑 相談支援センターnico 599-8235 堺市中区深井東町3036番地 中区 072-355-8495 計画相談支援 2736100393 令和1年8月1日 あり あり あり あり
医療法人　杏和会 地域生活支援センターゆい 599-8236 堺市中区深井沢町3324番地　FUKAIビル1F 中区 072-277-9555 072-277-9555 計画相談支援 2736100021 平成24年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　堺市社会福祉士事務所 相談センターＣＳＷ堺 599-8236 堺市中区深井沢町3315番地グランパス深井303号 中区 072-247-7229 072-247-7360 計画相談支援 2736100138 平成26年4月1日 あり あり あり あり
合同会社　ｎｉｃｏｔｔｏ 相談支援ｎｉｃｏｔｔｏ 599-8236 堺市中区深井沢町3195番地　セリバノーブル1Ｆ 中区 072-281-3077 072-281-3077 計画相談支援 2736100492 令和4年1月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　オーダーメイドサポート サポートセンターＯＭＳ 599-8238 堺市中区土師町五丁6番6号 中区 072-377-9926 072-377-9926 計画相談支援 2736100427 令和2年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　Ｒｏａｄ ロード 599-8238 堺市中区土師町五丁12番地27　ベルコート102号 中区 072-206-0801 072-206-0809 計画相談支援 2736100419 令和2年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　エーシン 相談支援センターこうせん 599-8238 堺市中区土師町三丁8番地1コミニティープラザ104号 中区 072-276-0701 072-276-0702 計画相談支援 2736100112 平成24年12月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＦＵＮフレンド 相談支援センターファンズ 599-8238 堺市中区土師町二丁27番1号　ユニティー土師206号室 中区 072-245-9050 072-245-9050 計画相談支援 2736100286 平成29年2月1日 あり あり あり あり
合同会社　Ｔｓｕｍｕｇｉ 相談支援ｓｕｎつむぎ 599-8238 堺市中区土師町三丁3番13号 中区 072-260-4384 072-260-4384 計画相談支援 2736100484 令和3年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　あいらぶ 計画相談センターあいらぶ 599-8238 堺市中区土師町三丁34番24号　ハーベストグリーン212号室 中区 072-275-5999 072-275-5999 計画相談支援 2736100476 令和3年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　福祉社会協会 赤坂事業所 599-8241 堺市中区福田1061-5-202 中区 072-292-1361 072-294-6025 計画相談支援 2736400124 平成27年1月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　花菜 はな介護支援センター 599-8244 堺市中区上之433番地11号 中区 072-349-7111 072-237-7554 計画相談支援 2736100229 平成27年11月1日 あり あり あり あり
株式会社　Ｅｉｎｓｗａｈｌ サブカルビジネスセンター大阪 599-8245 堺市中区辻之1081-2 中区 080-2500-7237 計画相談支援 2736100450 令和2年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　inC インクライフサポートセンター 599-8247 堺市中区東山477-2 中区 050-5434-5397 050-5210-3731 計画相談支援 2736100369 令和1年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＯｎｅＢｉｇＦａｍｉｌｙ 生活支援事業所ｕｎｉｓｏ；Ｎ 599-8247 堺市中区東山43番地1 中区 072-230-1339 072-230-1311 計画相談支援 2736100435 令和2年4月1日 あり あり あり あり
合同会社　Ｒｈｙｚｍ 相談支援センターかなで 599-8247 堺市中区東山50-1 中区 072-362-6116 072-349-6119 計画相談支援 2736600061 平成30年4月1日 あり あり あり あり
株式会社ＰＥＡＣＥ 相談支援センター音色 599-8252 堺市中区楢葉149番地1 中区 072-235-3681 072-235-3682 計画相談支援 2736100310 平成30年3月1日 あり あり あり あり
三共電子工業　株式会社 ネツトワークナース相談支援事業所 599-8253 堺市中区深阪二丁9番2号 中区 072-234-2564 072-234-6853 計画相談支援 2736100252 平成28年3月1日 あり あり あり あり
アシストワーク　株式会社 あしすとハート 599-8262 堺市中区八田北町297番1 中区 072-277-4165 072-277-4166 計画相談支援 2736100088 平成24年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＲｅｓｏｕｒｃｅｓＣｒｅａｔｉｏｎ 天色ケアプランオフィス 599-8266 堺市中区毛穴町431番地47 中区 072-369-4116 072-368-5850 計画相談支援 2736100278 平成28年6月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　ほっと 支援センターかのん 599-8271 堺市中区深井北町3436番地 中区 072-242-4707 072-242-4708 計画相談支援 2736100377 令和1年6月1日 あり あり あり あり
有限会社　輝ケアーセンター３９ 有限会社輝ケアーセンター３９ 599-8272 堺市中区深井中町1211番地3 中区 072-281-6461 072-281-7739 計画相談支援 2736100039 平成24年4月1日 あり あり あり あり
１－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｗｏｒｋ　ｏｆｆｉｃｅ　株式会社 ｏｔｔｏ 599-8273 堺市中区深井清水町3514番地　グランドールエコー深井401号 中区 072-322-4289 072-206-4239 計画相談支援 2736100500 令和4年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　大阪健康福祉教育協会 さぽーと大阪 599-8273 堺市中区深井清水町1797番1の10　三和ビル2階 中区 072-278-1278 072-278-1278 計画相談支援 2736100443 令和2年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　ばなな サポートセンターはなのこみち 599-8273 堺市中区深井清水町3488-1 中区 072-277-2163 072-277-2167 計画相談支援 2736100047 平成24年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　悠美 ケアセンターさくらんぼ 599-8274 堺市中区宮園町2番12号　第一ビル201号室 中区 072-278-6225 072-278-6226 計画相談支援 2736100351 令和1年5月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　グリーンレスト ジーアール介護センター 599-8275 堺市中区東八田107番地2 中区 072-280-4163 072-280-4425 計画相談支援 2736300134 平成26年5月1日 あり あり あり あり
有限会社　吉右エ門 ケアプランセンターふくふく 599-8276 堺市中区小阪258番地3　ふくふく荘1階 中区 072-204-2929 072-204-1525 計画相談支援 2736100294 平成29年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　咲笑 相談支援センターnico 599-8235 堺市中区深井東町3036番地 中区 072-355-8495 地域定着支援 2736100393 令和1年8月1日 あり あり なし あり

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do


並び順：区→サービス種類→事業所郵便番号
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

医療法人　杏和会 地域生活支援センターゆい 599-8236 堺市中区深井沢町3324番地　FUKAIビル1F 中区 072-277-9555 072-277-9555 地域定着支援 2736100021 平成24年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　堺市社会福祉士事務所 相談センターＣＳＷ堺 599-8236 堺市中区深井沢町3315番地グランパス深井303号 中区 072-247-7229 072-247-7360 地域定着支援 2736100138 平成26年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　オーダーメイドサポート サポートセンターＯＭＳ 599-8238 堺市中区土師町五丁6番6号 中区 072-377-9926 072-377-9926 地域定着支援 2736100427 令和2年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　エーシン 相談支援センターこうせん 599-8238 堺市中区土師町三丁8番地1コミニティープラザ104号 中区 072-276-0701 072-276-0702 地域定着支援 2736100112 平成25年8月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＦＵＮフレンド 相談支援センターファンズ 599-8238 堺市中区土師町二丁27番1号　ユニティー土師206号室 中区 072-245-9050 072-245-9050 地域定着支援 2736100286 平成29年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　inC インクライフサポートセンター 599-8247 堺市中区東山477-2 中区 050-5434-5397 050-5210-3731 地域定着支援 2736100369 令和1年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＯｎｅＢｉｇＦａｍｉｌｙ 生活支援事業所ｕｎｉｓｏ；Ｎ 599-8247 堺市中区東山43番地1 中区 072-230-1339 072-230-1311 地域定着支援 2736100435 令和2年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　ばなな サポートセンターはなのこみち 599-8273 堺市中区深井清水町3488-1 中区 072-277-2163 072-277-2167 地域定着支援 2736100047 平成24年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　咲笑 相談支援センターnico 599-8235 堺市中区深井東町3036番地 中区 072-355-8495 地域移行支援 2736100393 令和1年8月1日 あり あり なし あり
医療法人　杏和会 地域生活支援センターゆい 599-8236 堺市中区深井沢町3324番地　FUKAIビル1F 中区 072-277-9555 072-277-9555 地域移行支援 2736100021 平成24年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　堺市社会福祉士事務所 相談センターＣＳＷ堺 599-8236 堺市中区深井沢町3315番地グランパス深井303号 中区 072-247-7229 072-247-7360 地域移行支援 2736100138 平成26年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　オーダーメイドサポート サポートセンターＯＭＳ 599-8238 堺市中区土師町五丁6番6号 中区 072-377-9926 072-377-9926 地域移行支援 2736100427 令和2年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　エーシン 相談支援センターこうせん 599-8238 堺市中区土師町三丁8番地1コミニティープラザ104号 中区 072-276-0701 072-276-0702 地域移行支援 2736100112 平成25年8月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＦＵＮフレンド 相談支援センターファンズ 599-8238 堺市中区土師町二丁27番1号　ユニティー土師206号室 中区 072-245-9050 072-245-9050 地域移行支援 2736100286 平成29年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　inC インクライフサポートセンター 599-8247 堺市中区東山477-2 中区 050-5434-5397 050-5210-3731 地域移行支援 2736100369 令和1年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＯｎｅＢｉｇＦａｍｉｌｙ 生活支援事業所ｕｎｉｓｏ；Ｎ 599-8247 堺市中区東山43番地1 中区 072-230-1339 072-230-1311 地域移行支援 2736100435 令和2年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　ばなな サポートセンターはなのこみち 599-8273 堺市中区深井清水町3488-1 中区 072-277-2163 072-277-2167 地域移行支援 2736100047 平成24年4月1日 あり あり あり あり
ライジングサン　株式会社 ヘルパーステーション花りぼん 599-8102 堺市東区石原町四丁282-3 東区 072-287-7715 072-287-7716 居宅介護 2716200635 平成28年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　ケアサービスコスモス ケアサービスコスモス・ホームヘルプサービス 599-8102 堺市東区石原町四丁143番地の7 東区 072-287-2929 072-287-3062 居宅介護 2716200015 平成18年10月1日 あり あり あり なし
株式会社　シーヒューマン ケアセンター・アイリス 599-8103 堺市東区菩提町3-9-1 東区 072-289-7220 072-289-7228 居宅介護 2716200734 平成30年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　Ａ＆Ｎ 訪問介護ステーションライフホープ 599-8104 堺市東区引野町二丁102番地4 東区 072-288-7077 072-288-3323 居宅介護 2716200833 令和2年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　スナグル 介護支援サービスひなた堺 599-8104 堺市東区引野町二丁18番7号 東区 072-201-0861 072-201-1721 居宅介護 2716200387 平成23年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　轍 訪問介護事業所みつばち 599-8107 堺市東区白鷺町三丁13番1号 東区 072-288-4859 072-288-4860 居宅介護 2716200783 令和1年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　藤ウイングス サポートステーションウイングス 599-8107 堺市東区白鷺町一丁23番2号 東区 072-285-1325 072-285-1325 居宅介護 2716200866 令和2年9月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ワーカーズコープ ケアステーションしらさぎ夢テラス 599-8107 堺市東区白鷺町二丁3-9-6 東区 072-288-5300 072-288-5301 居宅介護 2716200817 令和1年10月1日 あり あり あり あり
ベレザ　合同会社 スノーフレーク 599-8111 堺市東区日置荘北町一丁37-4 東区 072-286-9765 072-289-6245 居宅介護 2716200593 平成28年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　ウェルケア 訪問介護事業所ウェルケア堺 599-8111 堺市東区日置荘北町一丁26番15号 東区 072-247-5905 072-247-5906 居宅介護 2716200825 令和1年12月1日 あり あり あり あり
株式会社　ふるさぽーと ふるさぽーと 599-8111 堺市東区日置荘北町二丁21番36号 東区 072-288-1900 072-288-1901 居宅介護 2716200106 平成18年10月1日 あり なし なし なし
有限会社　ファストケア ファストケアサービス初芝 599-8111 堺市東区日置荘北町三丁25番3号 東区 072-288-2810 072-288-2812 居宅介護 2716200429 平成24年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　Ｄｅ愛 訪問介護本舗であい 599-8112 堺市東区日置荘原寺町45番地10 東区 072-288-0077 072-288-0044 居宅介護 2716200916 令和4年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　Neero つくしケアセンター 599-8112 堺市東区日置荘原寺町46-2　堺グランセ101 東区 072-205-4094 072-321-3379 居宅介護 2716101908 令和1年6月1日 あり あり あり あり
株式会社　ハートケア ケアセンターフィット・堺 599-8112 堺市東区日置荘原寺町96番地6　萩天プラザ302号室 東区 072-287-6330 072-287-6333 居宅介護 2716200486 平成25年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　はるす ヘルパーステーション・はるす 599-8112 堺市東区日置荘原寺町411番地1 東区 072-286-4577 072-286-4668 居宅介護 2716200148 平成18年10月1日 あり あり あり なし
合同会社　Ｇｉｖｉｎｇ　ｂａｃｋ エード介護 599-8112 堺市東区日置荘原寺町51番地3 東区 072-284-9191 072-231-9586 居宅介護 2716200890 令和4年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　マイウェイ ヘルパーステーションマイウェイ 599-8113 堺市東区日置荘田中町285番地3 東区 072-323-2221 072-323-2220 居宅介護 2716500950 平成25年11月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　そうび会 つるぎ荘ヘルパーステーション 599-8113 堺市東区日置荘田中町143番地1 東区 072-286-2828 072-286-6868 居宅介護 2716200049 平成18年10月1日 あり あり なし なし
一般社団法人　ＣＬＯＶＥＲ ケアセンターあじさい 599-8114 堺市東区日置荘西町六丁41-18 東区 072-288-6524 072-288-6534 居宅介護 2716200551 平成26年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　SHIFT ヘルパーステーションIYASAKA堺 599-8114 堺市東区日置荘西町一丁17番2号　初芝マンション103号室 東区 072-288-2418 072-288-2419 居宅介護 2716200775 令和1年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　ケア２１ ケア２１初芝 599-8114 堺市東区日置荘西町四丁36-13　渡辺ビル2階 東区 072-287-0821 072-287-1821 居宅介護 2716200569 平成26年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター初芝 599-8114 堺市東区日置荘西町四丁10番20号　山野ビル1階 東区 072-288-3332 072-285-5222 居宅介護 2716200809 令和1年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　こよみ ねこの手ケアセンター 599-8116 堺市東区野尻町250番地76 東区 072-248-6572 072-248-6572 居宅介護 2716200718 平成30年5月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス コスモスヘルパーステーションりーふ 599-8121 堺市東区高松123番地 東区 072-237-2882 072-235-7775 居宅介護 2716200023 平成18年10月1日 あり あり あり あり
有限会社　ｅ－Ｌｉｆｅ らぶ・いきいき介護サービス 599-8121 堺市東区高松21番地18 東区 072-239-6190 072-239-6190 居宅介護 2716200155 平成18年10月1日 あり あり あり あり
エルケア　株式会社 エルケア株式会社エルケア北野田ケアセンター 599-8122 堺市東区丈六185番地 鈴木ビル102号室 東区 072-230-3370 072-230-3371 居宅介護 2716200361 平成22年7月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　ゆめファミリー まかな 599-8123 堺市東区北野田541番地59 東区 090-9163-0029 072-236-0902 居宅介護 2716200742 平成30年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　えがお えがお訪問介護ステーション 599-8123 堺市東区北野田471番地22　2階 東区 072-349-9716 072-349-9717 居宅介護 2716301029 平成25年12月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　野田福祉会 ハーモニーヘルパーステーション 599-8124 堺市東区南野田33番地 東区 072-239-0011 072-239-0156 居宅介護 2716200064 平成18年10月1日 あり あり あり あり
医療法人　恒尚会 兵田病院ホームヘルプサービス 599-8125 堺市東区西野254番地の3 東区 072-230-0933 072-230-0833 居宅介護 2716200270 平成19年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　ケア２１ ケア２１北野田 599-8125 堺市東区西野421-3　扇屋ビル1階1号室 東区 072-230-3231 072-237-7501 居宅介護 2716200882 令和3年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺登美丘 599-8125 堺市東区西野445-1　ネオレジデンスサカタ1F 東区 072-230-1588 072-234-1909 居宅介護 2716200478 平成24年12月1日 あり あり あり あり
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

株式会社　そら 社会福祉士事務所そら訪問介護事業所 599-8126 堺市東区大美野15番地5 東区 072-236-2163 072-236-2063 居宅介護 2716200312 平成21年8月1日 あり あり あり あり
株式会社　ゆきあい ケアセンターまごころ北野田 599-8126 堺市東区大美野6-5-301 東区 072-247-4888 072-247-4889 居宅介護 2716200650 平成29年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　菩提樹 リンデン 599-8126 堺市東区大美野3-3　ＨＡＬＴ大美野201号室 東区 072-349-8203 072-349-8204 居宅介護 2716200437 平成24年1月1日 あり あり あり あり
ヘルスケアリンク　株式会社 さくら訪問介護ステーション草尾 599-8127 堺市東区草尾1166-2　2F 東区 072-230-5652 072-230-5653 居宅介護 2716200536 平成26年7月1日 あり あり あり あり
ライジングサン　株式会社 ヘルパーステーション花りぼん 599-8102 堺市東区石原町四丁282-3 東区 072-287-7715 072-287-7716 重度訪問介護 2716200635 平成28年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　ケアサービスコスモス ケアサービスコスモス・ホームヘルプサービス 599-8102 堺市東区石原町四丁143番地の7 東区 072-287-2929 072-287-3062 重度訪問介護 2716200015 平成18年10月1日 あり あり なし なし
株式会社　シーヒューマン ケアセンター・アイリス 599-8103 堺市東区菩提町3-9-1 東区 072-289-7220 072-289-7228 重度訪問介護 2716200734 平成30年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　Ａ＆Ｎ 訪問介護ステーションライフホープ 599-8104 堺市東区引野町二丁102番地4 東区 072-288-7077 072-288-3323 重度訪問介護 2716200833 令和2年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　スナグル 介護支援サービスひなた堺 599-8104 堺市東区引野町二丁18番7号 東区 072-201-0861 072-201-1721 重度訪問介護 2716200387 平成23年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　轍 訪問介護事業所みつばち 599-8107 堺市東区白鷺町三丁13番1号 東区 072-288-4859 072-288-4860 重度訪問介護 2716200783 令和1年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　藤ウイングス サポートステーションウイングス 599-8107 堺市東区白鷺町一丁23番2号 東区 072-285-1325 072-285-1325 重度訪問介護 2716200866 令和2年9月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　ワーカーズコープ ケアステーションしらさぎ夢テラス 599-8107 堺市東区白鷺町二丁3-9-6 東区 072-288-5300 072-288-5301 重度訪問介護 2716200817 令和1年10月1日 あり あり なし あり
ベレザ　合同会社 スノーフレーク 599-8111 堺市東区日置荘北町一丁37-4 東区 072-286-9765 072-289-6245 重度訪問介護 2716200593 平成28年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　ウェルケア 訪問介護事業所ウェルケア堺 599-8111 堺市東区日置荘北町一丁26番15号 東区 072-247-5905 072-247-5906 重度訪問介護 2716200825 令和1年12月1日 あり あり なし あり
株式会社　ふるさぽーと ふるさぽーと 599-8111 堺市東区日置荘北町二丁21番36号 東区 072-288-1900 072-288-1901 重度訪問介護 2716200106 平成18年10月1日 あり なし なし なし
有限会社　ファストケア ファストケアサービス初芝 599-8111 堺市東区日置荘北町三丁25番3号 東区 072-288-2810 072-288-2812 重度訪問介護 2716200429 平成24年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　Ｄｅ愛 訪問介護本舗であい 599-8112 堺市東区日置荘原寺町45番地10 東区 072-288-0077 072-288-0044 重度訪問介護 2716200916 令和4年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　Neero つくしケアセンター 599-8112 堺市東区日置荘原寺町46-2　堺グランセ101 東区 072-205-4094 072-321-3379 重度訪問介護 2716101908 令和1年6月1日 あり あり なし あり
株式会社　ハートケア ケアセンターフィット・堺 599-8112 堺市東区日置荘原寺町96番地6　萩天プラザ302号室 東区 072-287-6330 072-287-6333 重度訪問介護 2716200486 平成25年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　はるす ヘルパーステーション・はるす 599-8112 堺市東区日置荘原寺町411番地1 東区 072-286-4577 072-286-4668 重度訪問介護 2716200148 平成18年10月1日 あり あり なし なし
合同会社　Ｇｉｖｉｎｇ　ｂａｃｋ エード介護 599-8112 堺市東区日置荘原寺町51番地3 東区 072-284-9191 072-231-9586 重度訪問介護 2716200890 令和4年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　マイウェイ ヘルパーステーションマイウェイ 599-8113 堺市東区日置荘田中町285番地3 東区 072-323-2221 072-323-2220 重度訪問介護 2716500950 平成25年11月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　そうび会 つるぎ荘ヘルパーステーション 599-8113 堺市東区日置荘田中町143番地1 東区 072-286-2828 072-286-6868 重度訪問介護 2716200049 平成18年10月1日 あり あり なし なし
一般社団法人　ＣＬＯＶＥＲ ケアセンターあじさい 599-8114 堺市東区日置荘西町六丁41-18 東区 072-288-6524 072-288-6534 重度訪問介護 2716200551 平成26年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　SHIFT ヘルパーステーションIYASAKA堺 599-8114 堺市東区日置荘西町一丁17番2号　初芝マンション103号室 東区 072-288-2418 072-288-2419 重度訪問介護 2716200775 令和1年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　ケア２１ ケア２１初芝 599-8114 堺市東区日置荘西町四丁36-13　渡辺ビル2階 東区 072-287-0821 072-287-1821 重度訪問介護 2716200569 平成26年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター初芝 599-8114 堺市東区日置荘西町四丁10番20号　山野ビル1階 東区 072-288-3332 072-285-5222 重度訪問介護 2716200809 令和1年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　こよみ ねこの手ケアセンター 599-8116 堺市東区野尻町250番地76 東区 072-248-6572 072-248-6572 重度訪問介護 2716200718 平成30年5月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス コスモスヘルパーステーションりーふ 599-8121 堺市東区高松123番地 東区 072-237-2882 072-235-7775 重度訪問介護 2716200023 平成18年10月1日 あり あり なし あり
有限会社　ｅ－Ｌｉｆｅ らぶ・いきいき介護サービス 599-8121 堺市東区高松21番地18 東区 072-239-6190 072-239-6190 重度訪問介護 2716200155 平成18年10月1日 あり あり なし あり
エルケア　株式会社 エルケア株式会社エルケア北野田ケアセンター 599-8122 堺市東区丈六185番地 鈴木ビル102号室 東区 072-230-3370 072-230-3371 重度訪問介護 2716200361 平成22年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　えがお えがお訪問介護ステーション 599-8123 堺市東区北野田471番地22　2階 東区 072-349-9716 072-349-9717 重度訪問介護 2716301029 平成25年12月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　野田福祉会 ハーモニーヘルパーステーション 599-8124 堺市東区南野田33番地 東区 072-239-0011 072-239-0156 重度訪問介護 2716200064 平成18年10月1日 あり あり なし あり
医療法人　恒尚会 兵田病院ホームヘルプサービス 599-8125 堺市東区西野254番地の3 東区 072-230-0933 072-230-0833 重度訪問介護 2716200270 平成19年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　ケア２１ ケア２１北野田 599-8125 堺市東区西野421-3　扇屋ビル1階1号室 東区 072-230-3231 072-237-7501 重度訪問介護 2716200882 令和3年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺登美丘 599-8125 堺市東区西野445-1　ネオレジデンスサカタ1F 東区 072-230-1588 072-234-1909 重度訪問介護 2716200478 平成24年12月1日 あり あり なし あり
株式会社　そら 社会福祉士事務所そら訪問介護事業所 599-8126 堺市東区大美野15番地5 東区 072-236-2163 072-236-2063 重度訪問介護 2716200312 平成21年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　ゆきあい ケアセンターまごころ北野田 599-8126 堺市東区大美野6-5-301 東区 072-247-4888 072-247-4889 重度訪問介護 2716200650 平成29年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　菩提樹 リンデン 599-8126 堺市東区大美野3-3　ＨＡＬＴ大美野201号室 東区 072-349-8203 072-349-8204 重度訪問介護 2716200437 平成24年1月1日 あり あり なし あり
ヘルスケアリンク　株式会社 さくら訪問介護ステーション草尾 599-8127 堺市東区草尾1166-2　2F 東区 072-230-5652 072-230-5653 重度訪問介護 2716200536 平成26年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　スナグル 介護支援サービスひなた堺 599-8104 堺市東区引野町二丁18番7号 東区 072-201-0861 072-201-1721 同行援護 2716200387 平成23年10月1日 あり なし あり なし
ベレザ　合同会社 スノーフレーク 599-8111 堺市東区日置荘北町一丁37-4 東区 072-286-9765 072-289-6245 同行援護 2716200593 平成28年1月1日 あり なし あり なし
株式会社　ふるさぽーと ふるさぽーと 599-8111 堺市東区日置荘北町二丁21番36号 東区 072-288-1900 072-288-1901 同行援護 2716200106 平成25年4月1日 あり なし なし なし
株式会社　ハートケア ケアセンターフィット・堺 599-8112 堺市東区日置荘原寺町96番地6　萩天プラザ302号室 東区 072-287-6330 072-287-6333 同行援護 2716200486 平成25年9月1日 あり なし あり なし
合同会社　Ｇｉｖｉｎｇ　ｂａｃｋ エード介護 599-8112 堺市東区日置荘原寺町51番地3 東区 072-284-9191 072-231-9586 同行援護 2716200890 令和4年2月1日 あり なし あり なし
株式会社　マイウェイ ヘルパーステーションマイウェイ 599-8113 堺市東区日置荘田中町285番地3 東区 072-323-2221 072-323-2220 同行援護 2716500950 平成25年11月1日 あり なし あり なし
株式会社　ケア２１ ケア２１初芝 599-8114 堺市東区日置荘西町四丁36-13　渡辺ビル2階 東区 072-287-0821 072-287-1821 同行援護 2716200569 平成26年10月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　コスモス コスモスヘルパーステーションりーふ 599-8121 堺市東区高松123番地 東区 072-237-2882 072-235-7775 同行援護 2716200023 平成23年10月1日 あり なし あり なし
エルケア　株式会社 エルケア株式会社エルケア北野田ケアセンター 599-8122 堺市東区丈六185番地 鈴木ビル102号室 東区 072-230-3370 072-230-3371 同行援護 2716200361 平成23年11月1日 あり なし あり なし
株式会社　えがお えがお訪問介護ステーション 599-8123 堺市東区北野田471番地22　2階 東区 072-349-9716 072-349-9717 同行援護 2716301029 平成25年12月1日 あり なし あり なし

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do


並び順：区→サービス種類→事業所郵便番号
各事業所の詳細については、 障害福祉サービス等情報公表検索サイトでご確認ください。

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do

主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

社会福祉法人　野田福祉会 ハーモニーヘルパーステーション 599-8124 堺市東区南野田33番地 東区 072-239-0011 072-239-0156 同行援護 2716200064 平成25年8月1日 あり なし あり なし
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター堺登美丘 599-8125 堺市東区西野445-1　ネオレジデンスサカタ1F 東区 072-230-1588 072-234-1909 同行援護 2716200478 平成24年12月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　コスモス コスモスヘルパーステーションりーふ 599-8121 堺市東区高松123番地 東区 072-237-2882 072-235-7775 行動援護 2716200023 平成18年11月1日 なし あり あり あり
社会福祉法人　徳昇福祉会 はたけの家ぼだい 599-8103 堺市東区菩提町二丁15 東区 072-288-5775 072-288-5776 生活介護 2716200619 平成28年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　徳昇福祉会 菩提の家 599-8103 堺市東区菩提町一丁53番地1 東区 072-287-1584 072-287-1585 生活介護 2716200346 平成22年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　こころの窓 青い鳥 599-8114 堺市東区日置荘西町八丁1番1号 東区 072-286-2260 072-286-2268 生活介護 2716200296 平成20年3月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　コスモス 堺東部障害者作業所 599-8121 堺市東区高松106番地 東区 072-237-2635 072-237-4590 生活介護 2716200213 平成19年1月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　コスモス 第３堺東部障害者作業所ポケットリーフ 599-8121 堺市東区高松123番地 東区 072-239-5639 072-230-1414 生活介護 2716200494 平成25年9月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　大阪手をつなぐ育成会 ホームズしらさぎ（短期入所） 599-8112 堺市東区日置荘原寺町156-2 東区 072-230-3380 072-230-3381 短期入所 2716200684 平成30年1月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　こころの窓 ショートステイあかね 599-8114 堺市東区日置荘西町八丁1番1号 東区 072-286-2260 072-286-2268 短期入所 2716200528 平成26年5月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　コスモス コスモス地域福祉活動センターえると 599-8116 堺市東区野尻町8番地4 東区 072-288-1050 072-288-1717 短期入所 2716200197 平成18年10月1日 あり あり あり なし
合同会社　ＯＺ みんなの家トト 599-8125 堺市東区西野548 東区 072-237-3533 072-349-8515 短期入所 2716200502 平成25年12月1日 あり あり あり あり
株式会社ワンズロード ショートステイワンズロード 599-8126 堺市東区大美野158番3 東区 072-350-3846 短期入所 2716200700 平成30年3月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　大阪手をつなぐ育成会 支援センターしらさぎ 599-8107 堺市東区白鷺町二丁9番32号 東区 072-285-5521 072-288-2026 自立訓練（生活訓練） 2716200288 平成19年10月1日 なし あり なし なし
医療法人　横敏会 しろくま 599-8114 堺市東区日置荘西町四丁11番25号 東区 072-287-8070 072-287-8071 自立訓練（生活訓練） 2716200841 令和2年6月1日 あり なし なし あり
社会福祉法人　徳昇福祉会 菩提の家 599-8103 堺市東区菩提町一丁53番地1 東区 072-287-1584 072-287-1585 就労移行支援（一般型） 2716200346 平成22年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　大阪手をつなぐ育成会 支援センターしらさぎ 599-8107 堺市東区白鷺町二丁9番32号 東区 072-285-5521 072-288-2026 就労移行支援（一般型） 2716200288 平成19年10月1日 なし あり なし なし
株式会社　ひまわり ひまわりワークルーム白鷺 599-8107 堺市東区白鷺町一丁6番10号　中百舌鳥ビル1階 東区 072-203-0278 072-203-0277 就労継続支援（Ａ型） 2716200601 平成28年1月1日 あり あり なし あり
シンスリー　株式会社 シンスリー北野田 599-8123 堺市東区北野田1084番地127号 東区 072-284-8275 072-284-8276 就労継続支援（Ａ型） 2716200577 平成27年8月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　徳昇福祉会 はたけの家ぼだい 599-8103 堺市東区菩提町二丁15 東区 072-288-5775 072-288-5776 就労継続支援（Ｂ型） 2716200619 平成28年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　徳昇福祉会 菩提の家 599-8103 堺市東区菩提町一丁53番地1 東区 072-287-1584 072-287-1585 就労継続支援（Ｂ型） 2716200346 平成22年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　大阪手をつなぐ育成会 支援センターしらさぎ 599-8107 堺市東区白鷺町二丁9番32号 東区 072-285-5521 072-288-2026 就労継続支援（Ｂ型） 2716200288 平成23年9月1日 なし あり なし なし
特定非営利活動法人　ライフ＆ケア さくら就労ネット 599-8107 堺市東区白鷺町一丁3-5　ロッジ白鷺1Ｆ 東区 072-298-5110 072-298-5110 就労継続支援（Ｂ型） 2716100660 平成23年7月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　ＭａｙＬｉｌｙ ａｄａｐｔ 599-8112 堺市東区日置荘原寺町409番地1 東区 072-360-4305 072-360-4306 就労継続支援（Ｂ型） 2716200858 令和2年6月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　フェニックス堺 障害者自律学舎しっぷ 599-8112 堺市東区日置荘原寺町445番地6 東区 072-288-0938 072-288-0939 就労継続支援（Ｂ型） 2716200320 平成21年8月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　麦の会 麦の会ラベンダー作業所 599-8112 堺市東区日置荘原寺町230番2 東区 072-205-8840 072-205-8340 就労継続支援（Ｂ型） 2716200353 平成22年5月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　陽光会 シーズファクトリー 599-8112 堺市東区日置荘原寺町414番地1 東区 072-290-7433 072-290-7432 就労継続支援（Ｂ型） 2716200544 平成26年8月1日 あり あり なし あり
Ｓｅａｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ　株式会社 ＳＥＡＷＯＲＫＳ堺 599-8114 堺市東区日置荘西町二丁39番4号 東区 072-285-1877 072-285-1877 就労継続支援（Ｂ型） 2716200874 令和3年8月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　こころの窓 青い鳥 599-8114 堺市東区日置荘西町八丁1番1号 東区 072-286-2260 072-286-2268 就労継続支援（Ｂ型） 2716200296 平成20年3月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　友の樹福祉会 ハーベスト 599-8114 堺市東区日置荘西町三丁38番3号 東区 072-288-2223 072-288-2224 就労継続支援（Ｂ型） 2716200304 平成21年7月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　コスモス 堺東部障害者作業所 599-8121 堺市東区高松106番地 東区 072-237-2635 072-237-4590 就労継続支援（Ｂ型） 2716200213 平成22年4月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　コスモス 第３堺東部障害者作業所ポケットリーフ 599-8121 堺市東区高松123番地 東区 072-239-5639 072-230-1414 就労継続支援（Ｂ型） 2716200494 平成25年9月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　障友会 うららのお店 599-8121 堺市東区高松238番地1 東区 072-230-0300 072-230-0266 就労継続支援（Ｂ型） 2716200908 令和4年4月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　たんぽぽひろば ナイスディ 599-8127 堺市東区草尾1435番地の1 東区 072-237-2259 072-237-2411 就労継続支援（Ｂ型） 2716200379 平成22年11月1日 なし なし なし あり
ＯＭＯＩ　株式会社 相談支援ぷんば 599-8104 堺市東区引野町一丁96番地1 東区 072-288-5004 072-288-5003 計画相談支援 2736200128 令和4年3月1日 あり あり あり あり
合同会社　こもん こもん 599-8107 堺市東区白鷺町三丁12-22　サーナット白鷺Ｃ102号 東区 070-5432-2633 072-249-3920 計画相談支援 2736200052 平成27年7月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　ＭａｙＬｉｌｙ 相談支援あだぷと 599-8112 堺市東区日置荘原寺町409番地1 東区 072-360-4305 072-360-4306 計画相談支援 2736200110 令和3年7月1日 あり あり あり あり
合同会社　まぁーるい心 まぁーるい心 599-8112 堺市東区日置荘原寺町46-2-301 東区 072-247-5673 072-256-4465 計画相談支援 2736200086 平成31年4月1日 あり あり あり あり
合同会社　ルート ルート相談支援センター 599-8112 堺市東区日置荘原寺町185-52萩原天神ハイツ305号室 東区 072-288-5686 072-231-9058 計画相談支援 2736200078 平成31年1月1日 あり あり あり あり
合同会社　青りんご 青りんご 599-8114 堺市東区日置荘西町八丁7番3-6号 東区 072-320-4359 072-231-9023 計画相談支援 2736200102 令和2年7月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　こころの窓 相談支援事業所青い鳥 599-8114 堺市東区日置荘西町八丁1番7号 東区 072-286-2260 072-286-2268 計画相談支援 2736200045 平成24年9月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス コスモス地域福祉活動センターえると 599-8116 堺市東区野尻町8番4号 東区 072-288-1050 072-288-1717 計画相談支援 2736200011 平成24年4月1日 あり あり あり あり
医療法人　恒尚会 兵田病院ケアプランセンター 599-8125 堺市東区西野254番地3 東区 072-230-0980 072-230-0833 計画相談支援 2736200060 平成31年1月1日 あり あり あり あり
合同会社　こもん こもん 599-8107 堺市東区白鷺町三丁12-22　サーナット白鷺Ｃ102号 東区 070-5432-2633 072-249-3920 地域定着支援 2736200052 平成27年7月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　ＭａｙＬｉｌｙ 相談支援あだぷと 599-8112 堺市東区日置荘原寺町409番地1 東区 072-360-4305 072-360-4306 地域定着支援 2736200110 令和3年7月1日 あり あり あり あり
合同会社　まぁーるい心 まぁーるい心 599-8112 堺市東区日置荘原寺町46-2-301 東区 072-247-5673 072-256-4465 地域定着支援 2736200086 平成31年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス コスモス地域福祉活動センターえると 599-8116 堺市東区野尻町8番4号 東区 072-288-1050 072-288-1717 地域定着支援 2736200011 平成24年4月1日 あり あり あり あり
合同会社　こもん こもん 599-8107 堺市東区白鷺町三丁12-22　サーナット白鷺Ｃ102号 東区 070-5432-2633 072-249-3920 地域移行支援 2736200052 平成27年7月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　ＭａｙＬｉｌｙ 相談支援あだぷと 599-8112 堺市東区日置荘原寺町409番地1 東区 072-360-4305 072-360-4306 地域移行支援 2736200110 令和3年7月1日 あり あり あり あり
合同会社　まぁーるい心 まぁーるい心 599-8112 堺市東区日置荘原寺町46-2-301 東区 072-247-5673 072-256-4465 地域移行支援 2736200086 平成31年4月1日 あり あり あり あり
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令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

社会福祉法人　コスモス コスモス地域福祉活動センターえると 599-8116 堺市東区野尻町8番4号 東区 072-288-1050 072-288-1717 地域移行支援 2736200011 平成24年4月1日 あり あり あり あり
合同会社　まぁーるい心 まぁーるい心 599-8112 堺市東区日置荘原寺町46-2-301 東区 072-247-5673 072-256-4465 自立生活援助 2716200791 令和1年7月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　徳昇福祉会 菩提の家 599-8103 堺市東区菩提町一丁53-1 東区 072-287-1584 072-287-1585 就労定着支援 2716200767 平成31年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　大阪手をつなぐ育成会 支援センターしらさぎ 599-8107 堺市東区白鷺町二丁9番32号 東区 06-6975-3370 06-6975-3350 就労定着支援 2716200759 平成30年10月1日 なし あり なし なし
ＡＲＩＮＮＡ　合同会社 ありんな 592-8333 堺市西区浜寺石津町西四丁27番4号 西区 072-256-4397 072-256-4398 居宅介護 2716301771 令和4年3月1日 あり あり あり あり
のぞみ訪問介護　株式会社 のぞみ介護サービス 592-8333 堺市西区浜寺石津町西一丁3番21-301号 西区 072-247-9027 072-247-9028 居宅介護 2716301037 平成26年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　ハートリンクケア 訪問介護事業所なでしこ浜寺 592-8333 堺市西区浜寺石津町西二丁6-17 西区 072-244-9601 072-244-9610 居宅介護 2716301458 平成30年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　愛・ふるさと 愛・ふるさとケアセンター 592-8333 堺市西区浜寺石津町西四丁15番39号　浜寺田中コーポ1階 西区 072-241-1510 072-241-1510 居宅介護 2716300534 平成22年7月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＫＯＴＯＢＵＫＩ ケアアシストこころ 592-8333 堺市西区浜寺石津町西四丁1-22 西区 072-247-7837 072-247-7838 居宅介護 2716301656 令和2年11月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス 老人デイサービスセンター結いの里ヘルパーステーション 592-8333 堺市西区浜寺石津町西5丁11番21号 西区 072-267-6870 072-267-6860 居宅介護 2716300112 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　ゆきあい ケアセンターまごころ堺 592-8334 堺市西区浜寺石津町中一丁7-16 西区 072-275-8267 072-275-8268 居宅介護 2716301581 令和2年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　ゆきあい ケアセンターまごころ石津 592-8334 堺市西区浜寺石津町中一丁7-14 西区 072-244-7344 072-244-7345 居宅介護 2716301474 平成30年11月1日 あり あり あり あり
合同会社　一笑縁 ケアセンターページ・ワン 592-8334 堺市西区浜寺石津町中三丁3番2号 西区 072-205-5145 072-205-5145 居宅介護 2716301284 平成28年10月1日 あり あり あり あり
合同会社　大梅 楓 592-8334 堺市西区浜寺石津町中四丁9番22号　石津マンション1階3号 西区 072-241-5678 072-241-5677 居宅介護 2716301490 平成31年1月1日 あり あり あり あり
合同会社ゆずサポート ゆず介護サービス 592-8334 堺市西区浜寺石津町中四丁16番4号 西区 072-280-0076 072-280-0086 居宅介護 2716301383 平成30年2月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　こもれび こもれびケア堺 592-8335 堺市西区浜寺石津町東三丁9番14号 西区 072-370-7136 072-370-4284 居宅介護 2716301821 令和4年6月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＢＩＳＣＵＳＳ 訪問介護ステーションＨＩＢＩＳＵ石津川 592-8335 堺市西区浜寺石津町東二丁5番27号1階 西区 072-276-4351 072-276-4352 居宅介護 2716301722 令和3年8月1日 あり あり あり あり
合同会社　エム・ケイ・ワイ 訪問介護マミードリーム 592-8335 堺市西区浜寺石津町東三丁1番15号　1階 西区 072-370-1180 072-370-1181 居宅介護 2716001884 平成28年2月1日 あり あり あり あり
ライフフォース　株式会社 ライフフォース浜寺船尾 592-8341 堺市西区浜寺船尾町東1-133-1 西区 072-262-6060 072-262-6070 居宅介護 2716301367 平成29年8月1日 あり なし なし なし
ふんわり　合同会社 訪問介護ふんわり 592-8342 堺市西区浜寺船尾町西一丁104番地 西区 072-268-5502 072-268-5503 居宅介護 2716301243 平成28年4月1日 あり あり あり あり
介護支援センター船尾　株式会社 介護支援センターふなお 592-8342 堺市西区浜寺船尾町西一丁4の8 西区 072-269-4162 072-269-4262 居宅介護 2716301110 平成26年9月1日 あり あり あり あり
有限会社　創和 訪問介護ステーション創和堺事業所 592-8343 堺市西区浜寺元町五丁626番8号　パークハイツ浜寺102号 西区 072-267-1337 072-267-1338 居宅介護 2716300740 平成24年3月1日 あり あり あり あり
株式会社　福始 訪問介護ステーション福始 592-8345 堺市西区浜寺昭和町二丁277-7 西区 072-264-8220 072-264-8221 居宅介護 2716301763 令和4年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　トラストマインド トラストマインド浜寺 592-8346 堺市西区浜寺公園町一丁6 西区 072-262-7010 居宅介護 2716301813 令和4年4月1日 あり あり あり あり
ホームサービス　有限会社 訪問介護事業所ホームケアプランサービス 592-8348 堺市西区浜寺諏訪森町中三丁246番地和園103号 西区 072-265-1059 072-265-8059 居宅介護 2716300195 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター浜寺 592-8348 堺市西区浜寺諏訪森町中二丁186-13 西区 072-267-2688 072-266-0081 居宅介護 2716301607 令和2年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　メディプラス メディプラス訪問介護センター 592-8348 堺市西区浜寺諏訪森町中二丁186番地1 西区 072-267-4076 072-267-4096 居宅介護 2716301573 令和2年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＯＣＥＡＮ 訪問介護事業所coco-line 593-8301 堺市西区上野芝町五丁11-13 西区 072-243-9601 072-243-9610 居宅介護 2716301144 平成26年11月1日 あり あり なし あり
合同会社　太陽 ケアセンター大輪 593-8301 堺市西区上野芝町四丁7番9号102 西区 072-370-7866 072-370-7866 居宅介護 2716301482 平成30年11月1日 あり あり あり あり
合同会社　アルク アルクケアステーション 593-8302 堺市西区北条町一丁15番16号　大啓ビル1-D 西区 072-242-8251 072-242-8261 居宅介護 2716301599 令和2年9月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　次世代育成・少子化対策研究会 あきつ 593-8302 堺市西区北条町一丁3番6号 西区 072-279-2615 072-279-2617 居宅介護 2716300419 平成21年5月1日 あり あり あり あり
エクレシア　株式会社 晴れる家５号館ヘルパーステーション 593-8303 堺市西区上野芝向ケ丘町六丁6-16 西区 072-276-0909 072-276-0910 居宅介護 2716301409 平成30年4月1日 あり なし なし なし
有限会社　タイヨウビジネス 有限会社タイヨウビジネス 593-8303 堺市西区上野芝向ケ丘町一丁2番18号 西区 072-279-1939 072-279-2039 居宅介護 2716300211 平成18年10月1日 あり あり あり なし
株式会社　えんむすび えんむすびケアステーション 593-8305 堺市西区堀上緑町一丁8番第63号棟105号室 西区 072-269-4388 072-269-4389 居宅介護 2716300880 平成24年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　ハイパーエージェンシー 福祉事業所まごころケアサービス 593-8307 堺市西区平岡町45番地1 西区 072-260-0556 072-260-6633 居宅介護 2716301219 平成28年1月1日 あり あり あり なし
有限会社　きいちご畑 きいちご畑 593-8307 堺市西区平岡町92-13 西区 072-272-4666 072-272-4667 居宅介護 2716300088 平成18年10月1日 あり あり あり あり
ケアズプランニング　株式会社 アップライフ介護サービス 593-8308 堺市西区神野町三丁5番28号 西区 072-260-5005 072-260-5006 居宅介護 2716300690 平成23年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　ユアサイド ヘルパーステーション　ユアサイド上野芝 593-8308 堺市西区神野町三丁1番23号 西区 072-289-9680 072-289-9681 居宅介護 2716300955 平成25年2月1日 あり あり あり あり
合同会社　華音 ヘルパーステーションふくべ 593-8308 堺市西区神野町一丁14-17 西区 072-349-8791 072-349-8793 居宅介護 2716500893 平成25年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　アニスト アニストヘルパーステーション堺 593-8311 堺市西区上540-22 西区 072-271-7170 072-271-7170 居宅介護 2716100371 平成19年7月1日 あり なし なし あり
株式会社　エスライン のんびぃケアセンター 593-8311 堺市西区上527番地3 西区 072-290-7063 072-290-7064 居宅介護 2716301292 平成28年12月1日 あり あり あり あり
株式会社　大阪南ケアリングサービス 居宅介護センターゴービーケア 593-8311 堺市西区上459-1 西区 072-289-7444 072-290-7918 居宅介護 2716301805 令和4年4月1日 あり あり あり あり
合同会社　タケユウ 介護ステーション福老 593-8311 堺市西区上198番地75 西区 072-273-5577 072-350-2175 居宅介護 2716301268 平成28年7月1日 あり あり あり あり
有限会社　ハピネス ハピネス在宅支援センター 593-8311 堺市西区上666-1 西区 072-274-8003 072-273-6081 居宅介護 2716300922 平成24年12月1日 あり あり あり あり
株式会社　アキ 居宅介護かがやき 593-8312 堺市西区草部378-3 西区 072-260-5778 072-260-5779 居宅介護 2716002064 平成29年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　グリーンレスト オレンジヘルパーステーション 593-8312 堺市西区草部1118-3 西区 072-349-4165 072-349-4164 居宅介護 2716301011 平成25年12月1日 あり あり あり あり
株式会社　笑福 株式会社笑福ホームヘルパーステーション 593-8312 堺市西区草部254番7 西区 072-271-2951 072-271-2952 居宅介護 2716300203 平成18年10月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　あすなろ会 堺福泉療護園ホームヘルパーステーション 593-8312 堺市西区草部341番地 西区 072-271-0008 072-271-0082 居宅介護 2716300138 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　アシスト りんくケアサービス 593-8316 堺市西区山田二丁51番地6 西区 072-290-7264 072-290-7265 居宅介護 2716301060 平成26年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　カメリヤ・プランニング 訪問介護ステーションつばき堺 593-8316 堺市西区山田一丁1084番1 西区 072-260-5771 072-260-5772 居宅介護 2716300443 平成21年7月1日 あり あり あり あり
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株式会社　メディカルケア堺 ケアステーションすみれの家 593-8316 堺市西区山田二丁189番8号 西区 072-290-7541 072-290-7551 居宅介護 2716301532 令和1年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　虹色のトビラ 虹色クジラ 593-8316 堺市西区山田一丁1203番地8 西区 072-289-8851 072-289-8852 居宅介護 2716301649 令和2年11月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＴＫＯ リーヴケア訪問介護ステーション 593-8317 堺市西区原田103番地3　ヨーク原田2Ｆ 西区 072-272-8848 072-272-8849 居宅介護 2716301748 令和3年12月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　フローラ藤の会 はーとらんどホームヘルパーステーション 593-8322 堺市西区津久野町一丁7番20号 西区 072-272-7477 072-272-7412 居宅介護 2716300179 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　ファミリア ファミリア介護サービスセンター 593-8324 堺市西区鳳東町一丁63番地2　リヴェール鳳1階 西区 072-271-5505 072-271-5502 居宅介護 2716301169 平成27年6月1日 あり あり あり あり
株式会社　優空 ゆうそら堺 593-8324 堺市西区鳳東町七丁838　光大ビル203号 西区 072-271-1320 072-271-1340 居宅介護 2716301201 平成27年12月1日 あり あり なし あり
合同会社　来夢 くらしいきいきケアサポートわかば 593-8324 堺市西区鳳東町七丁755-3　サニーハイツ101号 西区 072-369-4305 072-369-4306 居宅介護 2716300591 平成23年1月1日 あり あり あり あり
有限会社　ケア・フル和 ケア・フル和 593-8324 堺市西区鳳東町三丁279番地 西区 072-260-0753 072-260-0555 居宅介護 2716300096 平成18年10月1日 あり あり あり あり
ホワイトロード　株式会社 ホワイトロード株式会社ヘルパーステーションはっち 593-8325 堺市西区鳳南町五丁658-20 西区 072-260-5720 072-260-5721 居宅介護 2716300575 平成22年11月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＷｅｌｉｎｎｏｖＡｔｉｏＮ ウェルＦｉｒｍ訪問介護 593-8325 堺市西区鳳南町一丁3番3号Ｗ6号室 西区 072-274-7856 072-274-7858 居宅介護 2716301680 令和2年12月1日 あり あり あり あり
株式会社　愛と真舎 ヘルパーステーションお結び 593-8325 堺市西区鳳南町三丁202-13 西区 072-260-1120 072-260-1105 居宅介護 2716300435 平成21年7月1日 あり あり あり あり
社会医療法人　同仁会 耳原ヘルパーステーションともうず鳳 593-8325 堺市西区鳳南町五丁595 西区 072-260-5060 072-260-5070 居宅介護 2716300344 平成19年11月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　ひまわり会 ヘルパーステーションひまわりの家鳳 593-8325 堺市西区鳳南町四丁476番地2 西区 072-272-0176 072-272-0263 居宅介護 2716300963 平成25年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＵＳコーポレーション 訪問介護ステーションモコ 593-8326 堺市西区鳳西町二丁28-2　マンション（ラ・メール）1階103号室 西区 072-242-4345 072-242-4346 居宅介護 2716301326 平成29年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　クオレ ヘルパーステーションクオレ堺鳳 593-8326 堺市西区鳳西町二丁91-5 西区 072-263-8808 072-268-2310 居宅介護 2716300989 平成25年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　しあわせ介護支援センター しあわせ介護支援センター 593-8326 堺市西区鳳西町一丁81番地1 マンションスカイハイツ10号 西区 072-201-1861 072-201-1861 居宅介護 2716300682 平成23年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　ナオビッグ ケアステーションナオビッグ 593-8326 堺市西区鳳西町二丁80-1 西区 072-266-7778 072-266-7800 居宅介護 2716501297 平成28年7月1日 あり あり なし あり
有限会社　ＡＹＡＮＯ Ｓ－ＯＮＥ介護センター 593-8326 堺市西区鳳西町一丁79-8　ファミーユ鳳103号 西区 072-264-1018 072-264-1018 居宅介護 2716300047 平成18年10月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　あっと あっと・はなむすび 593-8327 堺市西区鳳中町二丁23番地118　ファミール朝田Ａ館1階101 西区 072-267-4666 072-267-4666 居宅介護 2716301706 令和3年6月1日 なし あり あり あり
一般社団法人　ライフ ライフケア 593-8327 堺市西区鳳中町二丁23-56 西区 072-267-4645 072-267-4644 居宅介護 2716301441 平成30年8月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＶＭＣトレーディング サニーサイド 593-8327 堺市西区鳳中町十丁7番14 西区 072-267-1773 072-267-1775 居宅介護 2716301797 令和4年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　ケア２１ ケア２１鳳 593-8327 堺市西区鳳中町二丁24番地　岸田ビル2階2A号室 西区 072-265-8321 072-265-8322 居宅介護 2716301557 令和1年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　スマイルケアサポート 介護センタースマイル 593-8327 堺市西区鳳中町五丁153番地1 西区 072-288-7272 072-288-7273 居宅介護 2716300070 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　セカンド・ライフ セカンド・ライフ鳳 593-8327 堺市西区鳳中町十丁9番1 西区 072-266-6771 072-266-6772 居宅介護 2716301359 平成29年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターおおとり 593-8327 堺市西区鳳中町七丁240番地 西区 072-267-7810 072-264-9363 居宅介護 2716300302 平成19年7月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＴｒｉＯ ａｃｔｏｒ訪問介護ステーション 593-8327 堺市西区鳳中町三丁75-8-105 西区 072-275-8859 072-275-8849 居宅介護 2716301615 令和2年9月1日 あり あり あり あり
合同会社　哲人社 清流ヘルパーステーション 593-8327 堺市西区鳳中町十丁6-1　パレス竹ヶ城1Ｃ号 西区 072-265-0077 072-265-0087 居宅介護 2716301045 平成26年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　ステージ ゆるりヘルパーステーション 593-8328 堺市西区鳳北町八丁433-1　角野ビル2　102号 西区 072-268-4080 072-268-4081 居宅介護 2716300815 平成24年6月1日 あり あり あり あり
株式会社　笑 ケアステーション笑 593-8328 堺市西区鳳北町三丁150松尾ビル3F 西区 072-350-3806 072-350-3807 居宅介護 2716300872 平成24年9月1日 あり あり あり あり
合同会社　セブンスリー サポートセンターリバティ 593-8328 堺市西区鳳北町八丁6番地 西区 072-261-3711 072-261-3711 居宅介護 2716300864 平成24年9月1日 あり あり あり あり
社会医療法人　ペガサス ペガサスヘルパーセンター 593-8328 堺市西区鳳北町十丁7番1階 西区 072-265-1500 072-265-1562 居宅介護 2716300823 平成24年6月1日 あり なし なし あり
ＡＲＩＮＮＡ　合同会社 ありんな 592-8333 堺市西区浜寺石津町西四丁27番4号 西区 072-256-4397 072-256-4398 重度訪問介護 2716301771 令和4年3月1日 あり あり なし あり
のぞみ訪問介護　株式会社 のぞみ介護サービス 592-8333 堺市西区浜寺石津町西一丁3番21-301号 西区 072-247-9027 072-247-9028 重度訪問介護 2716301037 平成26年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　ハートリンクケア 訪問介護事業所なでしこ浜寺 592-8333 堺市西区浜寺石津町西二丁6-17 西区 072-244-9601 072-244-9610 重度訪問介護 2716301458 平成30年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　愛・ふるさと 愛・ふるさとケアセンター 592-8333 堺市西区浜寺石津町西四丁15番39号　浜寺田中コーポ1階 西区 072-241-1510 072-241-1510 重度訪問介護 2716300534 平成22年7月1日 あり あり なし あり
合同会社　ＫＯＴＯＢＵＫＩ ケアアシストこころ 592-8333 堺市西区浜寺石津町西四丁1-22 西区 072-247-7837 072-247-7838 重度訪問介護 2716301656 令和2年11月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス 老人デイサービスセンター結いの里ヘルパーステーション 592-8333 堺市西区浜寺石津町西5丁11番21号 西区 072-267-6870 072-267-6860 重度訪問介護 2716300112 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ゆきあい ケアセンターまごころ堺 592-8334 堺市西区浜寺石津町中一丁7-16 西区 072-275-8267 072-275-8268 重度訪問介護 2716301581 令和2年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　ゆきあい ケアセンターまごころ石津 592-8334 堺市西区浜寺石津町中一丁7-14 西区 072-244-7344 072-244-7345 重度訪問介護 2716301474 平成30年11月1日 あり あり なし あり
合同会社　一笑縁 ケアセンターページ・ワン 592-8334 堺市西区浜寺石津町中三丁3番2号 西区 072-205-5145 072-205-5145 重度訪問介護 2716301284 平成28年10月1日 あり あり なし あり
合同会社　大梅 楓 592-8334 堺市西区浜寺石津町中四丁9番22号　石津マンション1階3号 西区 072-241-5678 072-241-5677 重度訪問介護 2716301490 平成31年1月1日 あり あり なし あり
合同会社ゆずサポート ゆず介護サービス 592-8334 堺市西区浜寺石津町中四丁16番4号 西区 072-280-0076 072-280-0086 重度訪問介護 2716301383 平成30年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＢＩＳＣＵＳＳ 訪問介護ステーションＨＩＢＩＳＵ石津川 592-8335 堺市西区浜寺石津町東二丁5番27号1階 西区 072-276-4351 072-276-4352 重度訪問介護 2716301722 令和3年8月1日 あり あり なし あり
合同会社　エム・ケイ・ワイ 訪問介護マミードリーム 592-8335 堺市西区浜寺石津町東三丁1番15号　1階 西区 072-370-1180 072-370-1181 重度訪問介護 2716001884 平成28年2月1日 あり あり なし あり
ライフフォース　株式会社 ライフフォース浜寺船尾 592-8341 堺市西区浜寺船尾町東1-133-1 西区 072-262-6060 072-262-6070 重度訪問介護 2716301367 平成29年8月1日 あり なし なし なし
ふんわり　合同会社 訪問介護ふんわり 592-8342 堺市西区浜寺船尾町西一丁104番地 西区 072-268-5502 072-268-5503 重度訪問介護 2716301243 平成28年4月1日 あり あり なし あり
介護支援センター船尾　株式会社 介護支援センターふなお 592-8342 堺市西区浜寺船尾町西一丁4の8 西区 072-269-4162 072-269-4262 重度訪問介護 2716301110 平成26年9月1日 あり あり なし あり
有限会社　創和 訪問介護ステーション創和堺事業所 592-8343 堺市西区浜寺元町五丁626番8号　パークハイツ浜寺102号 西区 072-267-1337 072-267-1338 重度訪問介護 2716300740 平成24年3月1日 あり なし あり なし
株式会社　福始 訪問介護ステーション福始 592-8345 堺市西区浜寺昭和町二丁277-7 西区 072-264-8220 072-264-8221 重度訪問介護 2716301763 令和4年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　トラストマインド トラストマインド浜寺 592-8346 堺市西区浜寺公園町一丁6 西区 072-262-7010 重度訪問介護 2716301813 令和4年4月1日 あり あり なし あり
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

ホームサービス　有限会社 訪問介護事業所ホームケアプランサービス 592-8348 堺市西区浜寺諏訪森町中三丁246番地和園103号 西区 072-265-1059 072-265-8059 重度訪問介護 2716300195 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター浜寺 592-8348 堺市西区浜寺諏訪森町中二丁186-13 西区 072-267-2688 072-266-0081 重度訪問介護 2716301607 令和2年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　メディプラス メディプラス訪問介護センター 592-8348 堺市西区浜寺諏訪森町中二丁186番地1 西区 072-267-4076 072-267-4096 重度訪問介護 2716301573 令和2年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＯＣＥＡＮ 訪問介護事業所coco-line 593-8301 堺市西区上野芝町五丁11-13 西区 072-243-9601 072-243-9610 重度訪問介護 2716301144 平成26年11月1日 あり あり なし あり
合同会社　太陽 ケアセンター大輪 593-8301 堺市西区上野芝町四丁7番9号102 西区 072-370-7866 072-370-7866 重度訪問介護 2716301482 平成30年11月1日 あり あり なし あり
合同会社　アルク アルクケアステーション 593-8302 堺市西区北条町一丁15番16号　大啓ビル1-D 西区 072-242-8251 072-242-8261 重度訪問介護 2716301599 令和2年9月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　次世代育成・少子化対策研究会 あきつ 593-8302 堺市西区北条町一丁3番6号 西区 072-279-2615 072-279-2617 重度訪問介護 2716300419 平成21年5月1日 あり あり なし あり
エクレシア　株式会社 晴れる家５号館ヘルパーステーション 593-8303 堺市西区上野芝向ケ丘町六丁6-16 西区 072-276-0909 072-276-0910 重度訪問介護 2716301409 平成30年4月1日 あり なし なし なし
有限会社　タイヨウビジネス 有限会社タイヨウビジネス 593-8303 堺市西区上野芝向ケ丘町一丁2番18号 西区 072-279-1939 072-279-2039 重度訪問介護 2716300211 平成18年10月1日 あり あり なし なし
株式会社　えんむすび えんむすびケアステーション 593-8305 堺市西区堀上緑町一丁8番第63号棟105号室 西区 072-269-4388 072-269-4389 重度訪問介護 2716300880 平成24年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ハイパーエージェンシー 福祉事業所まごころケアサービス 593-8307 堺市西区平岡町45番地1 西区 072-260-0556 072-260-6633 重度訪問介護 2716301219 平成28年1月1日 あり あり なし なし
有限会社　きいちご畑 きいちご畑 593-8307 堺市西区平岡町92-13 西区 072-272-4666 072-272-4667 重度訪問介護 2716300088 平成18年10月1日 あり あり なし あり
ケアズプランニング　株式会社 アップライフ介護サービス 593-8308 堺市西区神野町三丁5番28号 西区 072-260-5005 072-260-5006 重度訪問介護 2716300690 平成23年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　ユアサイド ヘルパーステーション　ユアサイド上野芝 593-8308 堺市西区神野町三丁1番23号 西区 072-289-9680 072-289-9681 重度訪問介護 2716300955 平成25年2月1日 あり あり なし あり
合同会社　華音 ヘルパーステーションふくべ 593-8308 堺市西区神野町一丁14-17 西区 072-349-8791 072-349-8793 重度訪問介護 2716500893 平成25年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　アニスト アニストヘルパーステーション堺 593-8311 堺市西区上540-22 西区 072-271-7170 072-271-7170 重度訪問介護 2716100371 平成19年7月1日 あり なし なし あり
株式会社　エスライン のんびぃケアセンター 593-8311 堺市西区上527番地3 西区 072-290-7063 072-290-7064 重度訪問介護 2716301292 平成28年12月1日 あり あり なし あり
株式会社　大阪南ケアリングサービス 居宅介護センターゴービーケア 593-8311 堺市西区上459-1 西区 072-289-7444 072-290-7918 重度訪問介護 2716301805 令和4年4月1日 あり あり なし あり
合同会社　タケユウ 介護ステーション福老 593-8311 堺市西区上198番地75 西区 072-273-5577 072-350-2175 重度訪問介護 2716301268 平成28年7月1日 あり あり なし あり
有限会社　ハピネス ハピネス在宅支援センター 593-8311 堺市西区上666-1 西区 072-274-8003 072-273-6081 重度訪問介護 2716300922 平成24年12月1日 あり あり なし あり
株式会社　アキ 居宅介護かがやき 593-8312 堺市西区草部378-3 西区 072-260-5778 072-260-5779 重度訪問介護 2716002064 平成29年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　グリーンレスト オレンジヘルパーステーション 593-8312 堺市西区草部1118-3 西区 072-349-4165 072-349-4164 重度訪問介護 2716301011 平成25年12月1日 あり あり なし あり
株式会社　笑福 株式会社笑福ホームヘルパーステーション 593-8312 堺市西区草部254番7 西区 072-271-2951 072-271-2952 重度訪問介護 2716300203 平成18年10月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　あすなろ会 堺福泉療護園ホームヘルパーステーション 593-8312 堺市西区草部341番地 西区 072-271-0008 072-271-0082 重度訪問介護 2716300138 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　アシスト りんくケアサービス 593-8316 堺市西区山田二丁51番地6 西区 072-290-7264 072-290-7265 重度訪問介護 2716301060 平成26年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　カメリヤ・プランニング 訪問介護ステーションつばき堺 593-8316 堺市西区山田一丁1084番1 西区 072-260-5771 072-260-5772 重度訪問介護 2716300443 平成21年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　メディカルケア堺 ケアステーションすみれの家 593-8316 堺市西区山田二丁189番8号 西区 072-290-7541 072-290-7551 重度訪問介護 2716301532 令和1年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　虹色のトビラ 虹色クジラ 593-8316 堺市西区山田一丁1203番地8 西区 072-289-8851 072-289-8852 重度訪問介護 2716301649 令和2年11月1日 あり あり なし あり
合同会社　ＴＫＯ リーヴケア訪問介護ステーション 593-8317 堺市西区原田103番地3　ヨーク原田2Ｆ 西区 072-272-8848 072-272-8849 重度訪問介護 2716301748 令和3年12月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　フローラ藤の会 はーとらんどホームヘルパーステーション 593-8322 堺市西区津久野町一丁7番20号 西区 072-272-7477 072-272-7412 重度訪問介護 2716300179 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ファミリア ファミリア介護サービスセンター 593-8324 堺市西区鳳東町一丁63番地2　リヴェール鳳1階 西区 072-271-5505 072-271-5502 重度訪問介護 2716301169 平成27年6月1日 あり あり なし あり
株式会社　優空 ゆうそら堺 593-8324 堺市西区鳳東町七丁838　光大ビル203号 西区 072-271-1320 072-271-1340 重度訪問介護 2716301201 平成27年12月1日 あり あり なし あり
合同会社　来夢 くらしいきいきケアサポートわかば 593-8324 堺市西区鳳東町七丁755-3　サニーハイツ101号 西区 072-369-4305 072-369-4306 重度訪問介護 2716300591 平成23年1月1日 あり あり なし あり
有限会社　ケア・フル和 ケア・フル和 593-8324 堺市西区鳳東町三丁279番地 西区 072-260-0753 072-260-0555 重度訪問介護 2716300096 平成18年10月1日 あり あり なし あり
ホワイトロード　株式会社 ホワイトロード株式会社ヘルパーステーションはっち 593-8325 堺市西区鳳南町五丁658-20 西区 072-260-5720 072-260-5721 重度訪問介護 2716300575 平成22年11月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＷｅｌｉｎｎｏｖＡｔｉｏＮ ウェルＦｉｒｍ訪問介護 593-8325 堺市西区鳳南町一丁3番3号Ｗ6号室 西区 072-274-7856 072-274-7858 重度訪問介護 2716301680 令和2年12月1日 あり あり なし あり
社会医療法人　同仁会 耳原ヘルパーステーションともうず鳳 593-8325 堺市西区鳳南町五丁595 西区 072-260-5060 072-260-5070 重度訪問介護 2716300344 平成19年11月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　ひまわり会 ヘルパーステーションひまわりの家鳳 593-8325 堺市西区鳳南町四丁476番地2 西区 072-272-0176 072-272-0263 重度訪問介護 2716300963 平成25年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＵＳコーポレーション 訪問介護ステーションモコ 593-8326 堺市西区鳳西町二丁28-2　マンション（ラ・メール）1階103号室 西区 072-242-4345 072-242-4346 重度訪問介護 2716301326 平成29年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　クオレ ヘルパーステーションクオレ堺鳳 593-8326 堺市西区鳳西町二丁91-5 西区 072-263-8808 072-268-2310 重度訪問介護 2716300989 平成25年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　しあわせ介護支援センター しあわせ介護支援センター 593-8326 堺市西区鳳西町一丁81番地1 マンションスカイハイツ10号 西区 072-201-1861 072-201-1861 重度訪問介護 2716300682 平成23年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　ナオビッグ ケアステーションナオビッグ 593-8326 堺市西区鳳西町二丁80-1 西区 072-266-7778 072-266-7800 重度訪問介護 2716501297 平成28年7月1日 あり あり なし あり
有限会社　ＡＹＡＮＯ Ｓ－ＯＮＥ介護センター 593-8326 堺市西区鳳西町一丁79-8　ファミーユ鳳103号 西区 072-264-1018 072-264-1018 重度訪問介護 2716300047 平成18年10月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　あっと あっと・はなむすび 593-8327 堺市西区鳳中町二丁23番地118　ファミール朝田Ａ館1階101 西区 072-267-4666 072-267-4666 重度訪問介護 2716301706 令和3年6月1日 なし あり なし あり
一般社団法人　ライフ ライフケア 593-8327 堺市西区鳳中町二丁23-56 西区 072-267-4645 072-267-4644 重度訪問介護 2716301441 平成30年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　ＶＭＣトレーディング サニーサイド 593-8327 堺市西区鳳中町十丁7番14 西区 072-267-1773 072-267-1775 重度訪問介護 2716301797 令和4年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　ケア２１ ケア２１鳳 593-8327 堺市西区鳳中町二丁24番地　岸田ビル2階2A号室 西区 072-265-8321 072-265-8322 重度訪問介護 2716301557 令和1年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　スマイルケアサポート 介護センタースマイル 593-8327 堺市西区鳳中町五丁153番地1 西区 072-288-7272 072-288-7273 重度訪問介護 2716300070 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　セカンド・ライフ セカンド・ライフ鳳 593-8327 堺市西区鳳中町十丁9番1 西区 072-266-6771 072-266-6772 重度訪問介護 2716301359 平成29年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターおおとり 593-8327 堺市西区鳳中町七丁240番地 西区 072-267-7810 072-264-9363 重度訪問介護 2716300302 平成19年7月1日 あり あり なし あり
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

合同会社　ＴｒｉＯ ａｃｔｏｒ訪問介護ステーション 593-8327 堺市西区鳳中町三丁75-8-105 西区 072-275-8859 072-275-8849 重度訪問介護 2716301615 令和2年9月1日 あり あり なし あり
合同会社　哲人社 清流ヘルパーステーション 593-8327 堺市西区鳳中町十丁6-1　パレス竹ヶ城1Ｃ号 西区 072-265-0077 072-265-0087 重度訪問介護 2716301045 平成26年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　ステージ ゆるりヘルパーステーション 593-8328 堺市西区鳳北町八丁433-1　角野ビル2　102号 西区 072-268-4080 072-268-4081 重度訪問介護 2716300815 平成24年6月1日 あり あり なし あり
株式会社　笑 ケアステーション笑 593-8328 堺市西区鳳北町三丁150松尾ビル3F 西区 072-350-3806 072-350-3807 重度訪問介護 2716300872 平成24年9月1日 あり あり なし あり
合同会社　セブンスリー サポートセンターリバティ 593-8328 堺市西区鳳北町八丁6番地 西区 072-261-3711 072-261-3711 重度訪問介護 2716300864 平成24年9月1日 あり あり なし あり
社会医療法人　ペガサス ペガサスヘルパーセンター 593-8328 堺市西区鳳北町十丁7番1階 西区 072-265-1500 072-265-1562 重度訪問介護 2716300823 平成24年6月1日 あり なし なし あり
のぞみ訪問介護　株式会社 のぞみ介護サービス 592-8333 堺市西区浜寺石津町西一丁3番21-301号 西区 072-247-9027 072-247-9028 同行援護 2716301037 平成26年1月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　コスモス 老人デイサービスセンター結いの里ヘルパーステーション 592-8333 堺市西区浜寺石津町西5丁11番21号 西区 072-267-6870 072-267-6860 同行援護 2716300112 平成23年10月1日 あり なし あり なし
合同会社　エム・ケイ・ワイ 訪問介護マミードリーム 592-8335 堺市西区浜寺石津町東三丁1番15号　1階 西区 072-370-1180 072-370-1181 同行援護 2716001884 平成28年2月1日 あり なし あり なし
ふんわり　合同会社 訪問介護ふんわり 592-8342 堺市西区浜寺船尾町西一丁104番地 西区 072-268-5502 072-268-5503 同行援護 2716301243 平成28年4月1日 あり なし あり なし
介護支援センター船尾　株式会社 介護支援センターふなお 592-8342 堺市西区浜寺船尾町西一丁4の8 西区 072-269-4162 072-269-4262 同行援護 2716301110 平成26年9月1日 あり なし あり なし
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター浜寺 592-8348 堺市西区浜寺諏訪森町中二丁186-13 西区 072-267-2688 072-266-0081 同行援護 2716301607 令和2年9月1日 あり なし あり なし
合同会社　アルク アルクケアステーション 593-8302 堺市西区北条町一丁15番16号　大啓ビル1-D 西区 072-242-8251 072-242-8261 同行援護 2716301599 令和2年9月1日 あり なし あり なし
特定非営利活動法人　次世代育成・少子化対策研究会 あきつ 593-8302 堺市西区北条町一丁3番6号 西区 072-279-2615 072-279-2617 同行援護 2716300419 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　えんむすび えんむすびケアステーション 593-8305 堺市西区堀上緑町一丁8番第63号棟105号室 西区 072-269-4388 072-269-4389 同行援護 2716300880 平成24年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　ハイパーエージェンシー 福祉事業所まごころケアサービス 593-8307 堺市西区平岡町45番地1 西区 072-260-0556 072-260-6633 同行援護 2716301219 平成28年1月1日 あり なし あり なし
ケアズプランニング　株式会社 アップライフ介護サービス 593-8308 堺市西区神野町三丁5番28号 西区 072-260-5005 072-260-5006 同行援護 2716300690 平成23年11月1日 あり なし あり なし
有限会社　ハピネス ハピネス在宅支援センター 593-8311 堺市西区上666-1 西区 072-274-8003 072-273-6081 同行援護 2716300922 平成24年12月1日 あり なし あり なし
株式会社　アキ 居宅介護かがやき 593-8312 堺市西区草部378-3 西区 0722-60-5778 0722-60-5779 同行援護 2716002064 令和3年3月1日 あり なし あり なし
株式会社　グリーンレスト オレンジヘルパーステーション 593-8312 堺市西区草部1118-3 西区 072-349-4165 072-349-4164 同行援護 2716301011 平成25年12月1日 あり なし あり なし
株式会社　笑福 株式会社笑福ホームヘルパーステーション 593-8312 堺市西区草部254番7 西区 072-271-2951 072-271-2952 同行援護 2716300203 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　アシスト りんくケアサービス 593-8316 堺市西区山田二丁51番地6 西区 072-290-7264 072-290-7265 同行援護 2716301060 平成26年4月1日 あり なし あり なし
合同会社　ＴＫＯ リーヴケア訪問介護ステーション 593-8317 堺市西区原田103番地3　ヨーク原田2Ｆ 西区 072-272-8848 072-272-8849 同行援護 2716301748 令和4年3月1日 あり なし あり なし
株式会社　ファミリア ファミリア介護サービスセンター 593-8324 堺市西区鳳東町一丁63番地2　リヴェール鳳1階 西区 072-271-5505 072-271-5502 同行援護 2716301169 平成27年6月1日 あり なし あり なし
合同会社　来夢 くらしいきいきケアサポートわかば 593-8324 堺市西区鳳東町七丁755-3　サニーハイツ101号 西区 072-369-4305 072-369-4306 同行援護 2716300591 平成24年8月1日 あり なし あり なし
有限会社　ケア・フル和 ケア・フル和 593-8324 堺市西区鳳東町三丁279番地 西区 072-260-0753 072-260-0555 同行援護 2716300096 平成24年8月1日 あり なし あり なし
株式会社　ＷｅｌｉｎｎｏｖＡｔｉｏＮ ウェルＦｉｒｍ訪問介護 593-8325 堺市西区鳳南町一丁3番3号Ｗ6号室 西区 072-274-7856 072-274-7858 同行援護 2716301680 令和2年12月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　ひまわり会 ヘルパーステーションひまわりの家鳳 593-8325 堺市西区鳳南町四丁476番地2 西区 072-272-0176 072-272-0263 同行援護 2716300963 平成25年7月1日 あり なし あり なし
株式会社　ＵＳコーポレーション 訪問介護ステーションモコ 593-8326 堺市西区鳳西町二丁28-2　マンション（ラ・メール）1階103号室 西区 072-242-4345 072-242-4346 同行援護 2716301326 平成29年2月1日 あり なし あり なし
株式会社　クオレ ヘルパーステーションクオレ堺鳳 593-8326 堺市西区鳳西町二丁91-5 西区 072-263-8808 072-268-2310 同行援護 2716300989 平成25年9月1日 あり なし あり なし
有限会社　ＡＹＡＮＯ Ｓ－ＯＮＥ介護センター 593-8326 堺市西区鳳西町一丁79-8　ファミーユ鳳103号 西区 072-264-1018 072-264-1018 同行援護 2716300047 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　ケア２１ ケア２１鳳 593-8327 堺市西区鳳中町二丁24番地　岸田ビル2階2A号室 西区 072-265-8321 072-265-8322 同行援護 2716301557 令和1年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　スマイルケアサポート 介護センタースマイル 593-8327 堺市西区鳳中町五丁153番地1 西区 072-288-7272 072-288-7273 同行援護 2716300070 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　笑 ケアステーション笑 593-8328 堺市西区鳳北町三丁150松尾ビル3F 西区 072-350-3806 072-350-3807 同行援護 2716300872 平成24年9月1日 あり なし あり なし
合同会社　セブンスリー サポートセンターリバティ 593-8328 堺市西区鳳北町八丁6番地 西区 072-261-3711 072-261-3711 同行援護 2716300864 平成24年9月1日 あり なし あり なし
のぞみ訪問介護　株式会社 のぞみ介護サービス 592-8333 堺市西区浜寺石津町西一丁3番21-301号 西区 072-247-9027 072-247-9028 行動援護 2716301037 令和1年7月1日 なし あり あり あり
社会福祉法人　コスモス 老人デイサービスセンター結いの里ヘルパーステーション 592-8333 堺市西区浜寺石津町西5丁11番21号 西区 072-267-6870 072-267-6860 行動援護 2716300112 平成28年9月1日 なし あり あり あり
社会福祉法人　あすなろ会 堺福泉療護園ホームヘルパーステーション 593-8312 堺市西区草部341番地 西区 072-271-0008 072-271-0082 行動援護 2716300138 平成20年3月1日 なし あり あり あり
株式会社　ＷｅｌｉｎｎｏｖＡｔｉｏＮ ウェルＦｉｒｍ訪問介護 593-8325 堺市西区鳳南町一丁3番3号Ｗ6号室 西区 072-274-7856 072-274-7858 行動援護 2716301680 令和2年12月1日 なし あり あり あり
社会福祉法人　コスモス みなみな結いの里 592-8333 堺市西区浜寺石津町西五丁11-21 西区 072-267-6870 072-267-6860 生活介護 2716301698 令和3年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　ばなな モンキーばなな 593-8301 堺市西区上野芝町二丁7番3号　西友楽市上野芝内 西区 072-281-3301 072-281-3301 生活介護 2716301003 平成19年11月1日 あり あり なし なし
株式会社　エスポワール 作業所ヒマワリ 593-8307 堺市西区平岡町20-1 西区 072-289-6922 072-289-6923 生活介護 2716300799 平成24年5月1日 あり あり なし あり
ＮＰＯ法人　百舌鳥あすなろ会 あすなろ授産所 593-8312 堺市西区草部493番地1 西区 072-271-8001 072-271-8002 生活介護 2716301334 平成29年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　あすなろ会 堺福泉療護園 593-8312 堺市西区草部341番地 西区 072-271-0008 072-271-0082 生活介護 2716300658 平成23年7月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　堺あすなろ会 あすなろ万崎の郷 593-8312 堺市西区草部931番地2 西区 072-272-7229 072-272-7229 生活介護 2716300377 平成20年5月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　堺あすなろ会 堺あすなろ園 593-8312 堺市西区草部744番地6 西区 072-271-3665 072-271-3666 生活介護 2716300369 平成20年5月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　障友会 わららか草部 593-8312 堺市西区草部783番地1 西区 072-275-1575 072-275-1576 生活介護 2716300351 平成20年1月1日 なし あり なし なし
株式会社　ハートフルサンク ハートフルサンクデイ・ひしき乃湯 593-8315 堺市西区菱木一丁2446番1号ドイビル1F 西区 072-260-3180 072-260-3182 生活介護 2716301433 令和1年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　カメリヤ・プランニング デイサービスつばき堺 593-8316 堺市西区山田一丁1084番地1 西区 072-260-5771 072-260-5772 生活介護 2716301524 平成31年4月1日 あり あり なし あり
プロスパー株式会社 プロスパー株式会社 592-8347 堺市西区浜寺諏訪森町西四丁336-2 西区 072-282-7871 072-282-7872 短期入所 2716301631 令和2年10月1日 あり あり あり あり
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並び順：区→サービス種類→事業所郵便番号
各事業所の詳細については、 障害福祉サービス等情報公表検索サイトでご確認ください。
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

社会福祉法人　あすなろ会 堺福泉療護園 593-8312 堺市西区草部341番地 西区 072-271-0008 072-271-0082 短期入所 2716300260 平成18年10月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　障友会 ショートステイうてな 593-8312 堺市西区草部775-2 西区 072-275-3660 072-275-3661 短期入所 2716300245 平成18年10月1日 あり あり なし なし
社会福祉法人　あすなろ会 堺福泉療護園 593-8312 堺市西区草部341番地 西区 072-271-0008 072-271-0082 施設入所支援 2716300658 平成23年7月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス みなみな結いの里 592-8333 堺市西区浜寺石津町西五丁11-21 西区 072-267-6870 072-267-6860 自立訓練（機能訓練） 2716301698 令和3年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　ハートフルサンク ハートフルサンクデイ・ひしき乃湯 593-8315 堺市西区菱木一丁2446番1号ドイビル1F 西区 072-260-3180 072-260-3182 自立訓練（機能訓練） 2716301433 平成30年6月1日 あり あり なし あり
株式会社　カメリヤ・プランニング デイサービスつばき堺 593-8316 堺市西区山田一丁1084番地1 西区 072-260-5771 072-260-5772 自立訓練（機能訓練） 2716301524 平成31年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　ハートフルサンク ハートフルサンクデイ・ひしき乃湯 593-8315 堺市西区菱木一丁2446番1号ドイビル1F 西区 072-260-3180 072-260-3182 自立訓練（生活訓練） 2716301433 令和1年9月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　ひこばえ いずみ 593-8301 堺市西区上野芝町二丁3番17号 西区 072-277-6446 072-267-4433 就労移行支援（一般型） 2716300427 平成21年5月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　クロスジョブ クロスジョブ鳳 593-8324 堺市西区鳳東町一丁7番地30　平兵衛ビル3階3-1号室 西区 072-247-4001 072-247-4002 就労移行支援（一般型） 2716301300 平成29年1月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　堺エコネットワーク協議会 エコベース 592-8335 堺市西区浜寺石津町東三丁12-21 西区 072-247-8338 072-247-8338 就労継続支援（Ａ型） 2716301789 令和4年3月1日 あり あり なし あり
株式会社　イクロスサポート 支援センターＳＯＬＡＳ 593-8312 堺市西区草部491番地1 西区 072-349-8008 072-349-8008 就労継続支援（Ａ型） 2716301623 令和2年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　おにぎり村 就労継続支援といろ 593-8312 堺市西区草部1480 西区 072-369-4148 072-369-4149 就労継続支援（Ａ型） 2716301755 令和3年12月1日 あり あり なし あり
Ａ・ＴＥＣ株式会社 Ａ・ＴＥＣ 593-8315 堺市西区菱木二丁2105番地3 西区 072-274-2888 072-274-2888 就労継続支援（Ａ型） 2716300781 平成24年5月1日 あり あり なし あり
合同会社　Ｋ’ｓ ｋａ－ｋｕｎ　ｐｒｏｊｅｃｔ 593-8325 堺市西区鳳南町二丁149-3 西区 072-260-7470 072-260-7471 就労継続支援（Ａ型） 2716301730 令和3年9月1日 なし あり なし あり
NPO法人　堺自立支援センター ユニオン 592-8334 堺市西区浜寺石津町中四丁5番14号 西区 072-243-4618 072-243-4618 就労継続支援（Ｂ型） 2716300807 平成24年5月1日 なし あり なし あり
特定非営利活動法人　堺西自立支援センター はまでらジョブ 592-8343 堺市西区浜寺元町二丁172番 西区 072-275-7872 072-275-7873 就労継続支援（Ｂ型） 2716300831 平成24年7月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　堺西自立支援センター もとまちジョブ 592-8343 堺市西区浜寺元町二丁173番 西区 072-267-7872 072-267-7873 就労継続支援（Ｂ型） 2716301516 平成31年3月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　フェニックス堺 虹工房 592-8344 堺市西区浜寺南町三丁7番地11 西区 072-266-5317 072-266-5317 就労継続支援（Ｂ型） 2716300484 平成21年11月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　さんあい ＳＯＨＯさんあい 593-8301 堺市西区上野芝町一丁16番57号 西区 072-280-5827 072-280-5827 就労継続支援（Ｂ型） 2716300385 平成20年7月1日 あり あり なし なし
社会福祉法人　ばなな モンキーばなな 593-8301 堺市西区上野芝町二丁7番3号　西友楽市上野芝内 西区 072-281-3301 072-281-3301 就労継続支援（Ｂ型） 2716301003 平成25年12月1日 あり あり なし なし
特定非営利活動法人　ひこばえ いずみ 593-8301 堺市西区上野芝町二丁3番17号 西区 072-277-6446 072-267-4433 就労継続支援（Ｂ型） 2716300427 平成21年5月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　福祉ネットワーク絆 ふれあいショップ絆 593-8305 堺市西区堀上緑町一丁8番63-103 西区 072-270-5115 072-270-5115 就労継続支援（Ｂ型） 2716301276 平成28年10月1日 なし なし なし なし
株式会社　おにぎり村 就労継続支援といろ 593-8312 堺市西区草部1480 西区 072-369-4148 072-369-4149 就労継続支援（Ｂ型） 2716301755 令和3年12月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　堺あすなろ会 堺あすなろ園 593-8312 堺市西区草部744番地6 西区 072-271-3665 072-271-3666 就労継続支援（Ｂ型） 2716300369 平成20年5月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　障友会 わららか草部 593-8312 堺市西区草部783番地1 西区 072-275-1575 072-275-1576 就労継続支援（Ｂ型） 2716300351 平成20年1月1日 なし あり なし なし
株式会社　ハートフルサンク ハートフルサンク・ひしきワーカーズ 593-8315 堺市西区菱木一丁2446-1　ドイビル2階 西区 072-260-3180 072-260-3182 就労継続支援（Ｂ型） 2716301714 令和3年7月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　こうせん ワークステーションこうせん菱木 593-8315 堺市西区菱木一丁2336-19 西区 072-289-8013 072-289-8014 就労継続支援（Ｂ型） 2716301342 平成29年6月1日 あり あり なし あり
合同会社　イーストワン イーストワン 593-8324 堺市西区鳳東町三丁265番2 西区 072-271-0055 072-271-0055 就労継続支援（Ｂ型） 2716301672 令和2年12月1日 なし なし なし あり
社会福祉法人　麦の会 すみれ共同作業所 593-8325 堺市西区鳳南町四丁419　マスターズエル鳳南581　103号 西区 072-272-2817 072-260-1098 就労継続支援（Ｂ型） 2716300393 平成20年8月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　野のちから 四季彩 593-8327 堺市西区鳳中町二丁23番地86 西区 072-263-0202 072-263-0240 就労継続支援（Ｂ型） 2716300518 平成22年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　野のちから 野の花 593-8327 堺市西区鳳中町二丁50番地2 西区 072-268-8860 072-268-8860 就労継続支援（Ｂ型） 2716300609 平成23年3月1日 あり あり なし あり
ＮＰＯ法人　あきら 障害者あきら作業所 593-8328 堺市西区鳳北町七丁5番地 西区 072-262-0491 072-262-0491 就労継続支援（Ｂ型） 2716300765 平成24年4月1日 あり あり なし あり
合同会社　エム・ケイ・ワイ マミードリーム 592-8335 堺市西区浜寺石津町東三丁1番15号1階 西区 072-370-1180 072-370-1181 計画相談支援 2736300241 平成29年1月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　さんあい ＳＯＨＯさんあい 593-8301 堺市西区上野芝町一丁10番14号 西区 072-275-4530 072-275-4530 計画相談支援 2736300191 平成27年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　堺市社会福祉事業団 相談支援室もず 593-8301 堺市西区上野芝町二丁4番1号 西区 072-279-3668 072-270-2126 計画相談支援 2736300092 平成25年4月1日 なし なし あり なし
特定非営利活動法人　次世代育成・少子化対策研究会 アプローチ 593-8302 堺市西区北条町一丁3番6号 西区 072-279-2615 072-279-2617 計画相談支援 2736300084 平成24年5月1日 あり あり あり あり
ＴＫサポート　合同会社 あがいてぃーだ相談支援室 593-8303 堺市西区上野芝向ケ丘町四丁24番72号 西区 072-248-8312 072-248-8312 計画相談支援 2736500261 令和1年11月1日 あり あり あり あり
有限会社　きいちご畑 きいちご相談支援センター 593-8307 堺市西区平岡町92-13 西区 072-272-4666 072-272-4667 計画相談支援 2736300142 平成27年1月1日 あり あり あり あり
ケアズプランニング　株式会社 アップライフ介護サービス 593-8308 堺市西区神野町三丁5番28号 西区 072-260-5005 072-260-5006 計画相談支援 2736300183 平成27年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　朋友会 朋友ケアプランセンター 593-8308 堺市西区神野町二丁14番1号 西区 072-289-5406 072-289-5407 計画相談支援 2736300233 平成28年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　大阪南ケアリングサービス ゴービーサポート 593-8311 堺市西区上459-1 西区 072-288-6500 072-290-7918 計画相談支援 2736300324 令和4年1月1日 あり なし あり なし
合同会社　想悠サポート ペンタス相談支援室 593-8312 堺市西区草部18番地24 西区 072-249-6138 072-249-6138 計画相談支援 2736300308 令和2年9月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　あすなろ会 堺福泉療護園 593-8312 堺市西区草部341番地 西区 072-271-0008 072-271-0082 計画相談支援 2736300019 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　障友会 障害者地域生活支援センターうてな 593-8312 堺市西区草部780番地1 西区 072-275-1887 072-275-1857 計画相談支援 2736300035 平成24年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　アシスト 相談支援センターりんく 593-8316 堺市西区山田二丁51番地6 西区 072-290-7264 072-290-7265 計画相談支援 2736300266 平成29年6月1日 あり あり あり あり
有限会社　ケア・フル和 ケア・フル和 593-8324 堺市西区鳳東町三丁279番地 西区 072-260-0753 072-260-0555 計画相談支援 2736300290 令和2年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　麦の会 障害者生活支援センターファイト 593-8325 堺市西区鳳南町四丁419　マスターズエル鳳南581　103号 西区 072-260-1099 072-260-1098 計画相談支援 2736300027 平成24年4月1日 あり あり あり あり
有限会社　ＡＹＡＮＯ Ｓ－ＯＮＥ介護センター 593-8326 堺市西区鳳西町一丁79-8　ファミーユ鳳103号 西区 072-264-1018 072-264-1018 計画相談支援 2736300225 平成28年3月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　ライフ ライフハート 593-8327 堺市西区鳳中町二丁23-56 西区 072-267-4645 072-267-4644 計画相談支援 2736300274 平成31年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　スマイルケアサポート 介護センタースマイル相談支援事業所 593-8327 堺市西区鳳中町五丁153番地1 西区 072-288-7272 072-288-7273 計画相談支援 2736300118 平成26年2月1日 あり あり あり あり
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

ＮＰＯ法人　放課後クラブホップ 相談支援センターポンテ 593-8328 堺市西区鳳北町四丁221-1 西区 072-256-4118 072-256-4221 計画相談支援 2736300167 平成27年3月1日 あり あり あり あり
社会医療法人　ペガサス ペガサス福祉相談支援センター 593-8328 堺市西区鳳北町十丁10番地 西区 072-265-7788 072-265-7789 計画相談支援 2736300316 令和3年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　次世代育成・少子化対策研究会 アプローチ 593-8302 堺市西区北条町一丁3番6号 西区 072-279-2615 072-279-2617 地域定着支援 2736300084 平成24年5月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　障友会 障害者地域生活支援センターうてな 593-8312 堺市西区草部780番地1 西区 072-275-1887 072-275-1857 地域定着支援 2736300035 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　麦の会 障害者生活支援センターファイト 593-8325 堺市西区鳳南町四丁419　マスターズエル鳳南581　103号 西区 072-260-1099 072-260-1098 地域定着支援 2736300027 平成24年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　次世代育成・少子化対策研究会 アプローチ 593-8302 堺市西区北条町一丁3番6号 西区 072-279-2615 072-279-2617 地域移行支援 2736300084 平成24年5月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　障友会 障害者地域生活支援センターうてな 593-8312 堺市西区草部780番地1 西区 072-275-1887 072-275-1857 地域移行支援 2736300035 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　麦の会 障害者生活支援センターファイト 593-8325 堺市西区鳳南町四丁419　マスターズエル鳳南581　103号 西区 072-260-1099 072-260-1098 地域移行支援 2736300027 平成24年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　クロスジョブ クロスジョブ鳳 593-8324 堺市西区鳳東町一丁7-30　平兵衛ビル3階3-1号室 西区 072-247-4001 072-247-4002 就労定着支援 2716301466 平成30年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　千愛 ちあ介護サービス 590-0101 堺市南区宮山台四丁7-5 南区 072-289-5451 072-289-5452 居宅介護 2716400664 平成24年9月1日 あり あり あり あり
有限会社　心 こころ介護支援センター 590-0101 堺市南区宮山台一丁6番10号　山楠宮山台貸店舗Ｂ号 南区 072-293-6559 072-293-6200 居宅介護 2716400094 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　光 スクエアひかり支援サービス 590-0102 堺市南区和田東771番地1 南区 072-350-1120 072-350-1119 居宅介護 2716400797 平成27年6月1日 あり あり あり あり
合同会社　Kokous スイトピー訪問介護ステーション 590-0102 堺市南区和田東1001-3 南区 072-298-0641 072-298-0642 居宅介護 2716400979 平成31年1月1日 あり あり あり あり
有限会社　石井 訪問介護あかるい手 590-0103 堺市南区深阪南119番地101号 南区 072-349-6156 072-237-4100 居宅介護 2716400193 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　Ｃｏｎｎｅｃｔ・Ｗｏｒｋ コネクトケア 590-0104 堺市南区土佐屋台1367番地　谷口ハイツ13号室 南区 072-237-7630 072-237-7630 居宅介護 2716401134 令和3年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　かんな 訪問介護かんな 590-0104 堺市南区土佐屋台1337　サンライズ泉ヶ丘105号室 南区 072-360-4224 072-360-4226 居宅介護 2716400714 平成25年4月1日 あり あり あり あり
合同会社　みらい ヘルパーステーションみらいサポート 590-0105 堺市南区竹城台四丁1番5号C-2F 南区 072-320-7067 072-370-5011 居宅介護 2716400987 平成31年1月1日 あり あり あり あり
星瑛　株式会社 ケアセンターツツジ 590-0106 堺市南区豊田1272番1号 南区 072-294-3405 072-294-3406 居宅介護 2716400912 平成29年10月1日 あり あり なし あり
有限会社　しらゆり しらゆり介護ステーション 590-0106 堺市南区豊田52番地2 南区 072-299-0573 072-299-0573 居宅介護 2716400102 平成18年10月1日 あり あり あり なし
株式会社　シーエムエス福祉開発 ルルポ泉ヶ丘ヘルパーステーション 590-0111 堺市南区三原台一丁2番3号 南区 072-284-1101 072-284-1102 居宅介護 2716401118 令和3年8月1日 あり あり あり あり
泉南　生活協同組合 オレンジコープ泉ヶ丘 590-0111 堺市南区三原台一丁2番2号 南区 072-284-6500 072-284-6501 居宅介護 2716400458 平成21年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　秋桜介護 狭山ケアセンター秋桜 590-0112 堺市南区岩室77番地2 南区 072-239-0444 072-236-2956 居宅介護 2716400607 平成23年8月1日 あり あり あり あり
株式会社　シトラス ケアセンタースワン♯３ 590-0114 堺市南区槇塚台一丁11番6号 南区 06-6809-4629 06-6809-4637 居宅介護 2716401076 令和3年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　愛のケア工房はるか ケアセンターはるか 590-0114 堺市南区槇塚台三丁1番23号 南区 072-293-4195 072-293-4199 居宅介護 2716400060 平成18年10月1日 あり なし なし なし
合同会社　ＡＷＵＮＮ 訪問介護ステーションこんごう 590-0114 堺市南区槇塚台二丁35番11号 南区 072-291-0018 072-291-0018 居宅介護 2716401043 令和2年7月1日 あり あり あり あり
東輝　株式会社 東輝訪問サービス槇塚台 590-0114 堺市南区槇塚台二丁18番10号 南区 072-284-9651 072-284-9652 居宅介護 2716400755 平成26年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　マザーハウス ヘルパーステーション和ごころ 590-0115 堺市南区茶山台三丁22番2-106 南区 072-369-4414 072-369-4421 居宅介護 2716400508 平成22年7月1日 あり あり あり あり
生活協同組合　エスコープ大阪 エスコープ大阪サポートセンターケア・ピース 590-0115 堺市南区茶山台三丁22番2号109 南区 072-294-6405 072-294-6425 居宅介護 2716100066 平成18年10月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　栄友社 ＮＰＯ法人栄友社居宅介護センター 590-0116 堺市南区若松台二丁1番4-107号 南区 072-291-0294 072-291-0295 居宅介護 2716400052 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　ケア２１ ケア２１堺泉ヶ丘 590-0117 堺市南区高倉台二丁24番33号 南区 072-299-3221 072-299-3231 居宅介護 2716401068 令和2年9月1日 あり あり あり あり
株式会社フォーティオン かいろすケアセンター 590-0117 堺市南区高倉台二丁8-31南3号室 南区 072-284-5300 072-284-5301 居宅介護 2716400680 平成24年11月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　歩歩歩 ヘルパーステーション歩歩歩 590-0117 堺市南区高倉台二丁11番22-511号 南区 072-355-3383 072-355-3383 居宅介護 2716400771 平成26年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　あんど・こあ ライフサポートジョイクラブ 590-0125 堺市南区鉢ケ峯寺1535番地 南区 072-292-5960 072-292-5960 居宅介護 2716400219 平成18年10月1日 あり あり あり あり
有限会社　パル パル介護センター 590-0125 堺市南区鉢ケ峯寺103番地95 南区 072-294-3770 072-294-3771 居宅介護 2716400433 平成20年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　南リベラル プラスケア 590-0127 堺市南区富蔵2699番地2 南区 072-284-2277 072-284-2288 居宅介護 2716400383 平成20年5月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス コスモスヘルパーステーションせんぼく 590-0131 堺市南区栂202-9 南区 072-284-6530 072-284-6533 居宅介護 2716400342 平成19年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＬＯＨＡＳ 介護センターロハスさかい 590-0133 堺市南区庭代台二丁9番6号 南区 072-288-4937 072-288-4938 居宅介護 2716401126 令和3年8月1日 あり あり あり あり
有限会社　サン・ベステム 千友介護サービスステーション 590-0133 堺市南区庭代台二丁3番3号 南区 072-297-6974 072-297-7130 居宅介護 2716400136 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　セルヴィス エミュ御池台ヘルパーセンター 590-0134 堺市南区御池台三丁1番4号 南区 072-284-8235 072-284-8236 居宅介護 2716401142 令和4年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　永愛 故郷訪問介護ステーション 590-0134 堺市南区御池台四丁7番地2 南区 072-248-5165 072-248-5165 居宅介護 2716101882 平成31年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　堺あけぼの福祉会 障害者居宅介護支援センター堺あけぼの 590-0134 堺市南区御池台五丁2番6号 南区 072-290-5454 072-290-5757 居宅介護 2716400318 平成19年3月1日 あり あり あり なし
特定非営利活動法人　希望 花見月 590-0134 堺市南区御池台一丁34番6号 南区 072-299-9523 072-299-9523 居宅介護 2716400854 平成27年11月1日 あり あり あり あり
株式会社　日本エルダリーケアサービス さくらそう堺南 590-0137 堺市南区城山台二丁2番3号 南区 072-295-2055 072-295-2056 居宅介護 2716401001 平成31年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　うるま 訪問介護あいぷらん 590-0141 堺市南区桃山台二丁15番5 南区 072-248-2006 072-248-2007 居宅介護 2716100843 平成23年3月1日 あり あり あり あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター栂美木多 590-0141 堺市南区桃山台二丁3-4　ツインビル桃山ⅡＢ102 南区 072-295-8320 072-299-7120 居宅介護 2716401019 令和1年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　ハートフルサンク ハートフルサンク桃山台 590-0141 堺市南区桃山台三丁1番3号 南区 072-298-2871 072-295-8802 居宅介護 2716400151 平成18年10月1日 あり あり あり あり
有限会社　ショウキ 介護センターこもれび 590-0141 堺市南区桃山台二丁3番4号 南区 072-350-0062 072-350-0062 居宅介護 2716400946 平成30年5月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　こころの家族 ヘルパー故郷の家 590-0142 堺市南区檜尾3360番地12 南区 072-271-0881 072-271-5474 居宅介護 2716400177 平成18年10月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　せかんど 特定非営利活動法人せかんど 590-0142 堺市南区檜尾3093番地7 南区 072-260-1294 072-260-1295 居宅介護 2716400144 平成18年10月1日 あり なし なし なし
Ｎｅｘｕｓ　Ｏｎｅ　株式会社 介護センターねくさす 590-0143 堺市南区新檜尾台三丁6番9号2階 南区 072-369-4780 072-369-4781 居宅介護 2716400532 平成23年1月1日 あり あり あり あり
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

株式会社　三浦プラン 介護支援センターいっしん 590-0145 堺市南区大森255番地 南区 072-349-4511 072-349-4522 居宅介護 2715300121 平成18年7月1日 あり あり あり あり
シャローム　株式会社 やすらぎの介護シャローム泉北 590-0153 堺市南区大庭寺249-1 南区 072-295-0081 072-284-2148 居宅介護 2716400722 平成25年8月1日 あり あり なし なし
特定非営利活動法人　関西介護ショク研究所 ねね事業所 590-0155 堺市南区野々井260-1辻ビル102号 南区 072-369-4106 072-369-4107 居宅介護 2716100157 平成18年10月1日 あり あり あり なし
社会福祉法人　堺あすなろ会 陽だまり 590-0156 堺市南区稲葉三丁1581番地 南区 072-260-5570 072-260-5580 居宅介護 2716400169 平成18年10月1日 あり あり あり なし
株式会社　千愛 ちあ介護サービス 590-0101 堺市南区宮山台四丁7-5 南区 072-289-5451 072-289-5452 重度訪問介護 2716400664 平成24年9月1日 あり あり なし あり
有限会社　心 こころ介護支援センター 590-0101 堺市南区宮山台一丁6番10号　山楠宮山台貸店舗Ｂ号 南区 072-293-6559 072-293-6200 重度訪問介護 2716400094 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　光 スクエアひかり支援サービス 590-0102 堺市南区和田東771番地1 南区 072-350-1120 072-350-1119 重度訪問介護 2716400797 平成27年6月1日 あり あり なし あり
合同会社　Kokous スイトピー訪問介護ステーション 590-0102 堺市南区和田東1001-3 南区 072-298-0641 072-298-0642 重度訪問介護 2716400979 平成31年1月1日 あり あり なし あり
有限会社　石井 訪問介護あかるい手 590-0103 堺市南区深阪南119番地101号 南区 072-349-6156 072-237-4100 重度訪問介護 2716400193 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　Ｃｏｎｎｅｃｔ・Ｗｏｒｋ コネクトケア 590-0104 堺市南区土佐屋台1367番地　谷口ハイツ13号室 南区 072-237-7630 072-237-7630 重度訪問介護 2716401134 令和3年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　かんな 訪問介護かんな 590-0104 堺市南区土佐屋台1337　サンライズ泉ヶ丘105号室 南区 072-360-4224 072-360-4226 重度訪問介護 2716400714 平成25年4月1日 あり あり なし あり
合同会社　みらい ヘルパーステーションみらいサポート 590-0105 堺市南区竹城台四丁1番5号C-2F 南区 072-320-7067 072-370-5011 重度訪問介護 2716400987 平成31年1月1日 あり あり なし あり
星瑛　株式会社 ケアセンターツツジ 590-0106 堺市南区豊田1272番1号 南区 072-294-3405 072-294-3406 重度訪問介護 2716400912 平成29年10月1日 あり あり なし あり
有限会社　しらゆり しらゆり介護ステーション 590-0106 堺市南区豊田52番地2 南区 072-299-0573 072-299-0573 重度訪問介護 2716400102 平成18年10月1日 あり あり なし なし
株式会社　シーエムエス福祉開発 ルルポ泉ヶ丘ヘルパーステーション 590-0111 堺市南区三原台一丁2番3号 南区 072-284-1101 072-284-1102 重度訪問介護 2716401118 令和3年8月1日 あり あり なし あり
泉南　生活協同組合 オレンジコープ泉ヶ丘 590-0111 堺市南区三原台一丁2番2号 南区 072-284-6500 072-284-6501 重度訪問介護 2716400458 平成21年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　秋桜介護 狭山ケアセンター秋桜 590-0112 堺市南区岩室77番地2 南区 072-239-0444 072-236-2956 重度訪問介護 2716400607 平成23年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　シトラス ケアセンタースワン♯３ 590-0114 堺市南区槇塚台一丁11番6号 南区 06-6809-4629 06-6809-4637 重度訪問介護 2716401076 令和3年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　愛のケア工房はるか ケアセンターはるか 590-0114 堺市南区槇塚台三丁1番23号 南区 072-293-4195 072-293-4199 重度訪問介護 2716400060 平成18年10月1日 あり なし なし なし
東輝　株式会社 東輝訪問サービス槇塚台 590-0114 堺市南区槇塚台二丁18番10号 南区 072-284-9651 072-284-9652 重度訪問介護 2716400755 平成26年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　マザーハウス ヘルパーステーション和ごころ 590-0115 堺市南区茶山台三丁22番2-106 南区 072-369-4414 072-369-4421 重度訪問介護 2716400508 平成22年7月1日 あり あり なし あり
生活協同組合　エスコープ大阪 エスコープ大阪サポートセンターケア・ピース 590-0115 堺市南区茶山台三丁22番2号109 南区 072-294-6405 072-294-6425 重度訪問介護 2716100066 平成18年10月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　栄友社 ＮＰＯ法人栄友社居宅介護センター 590-0116 堺市南区若松台二丁1番4-107号 南区 072-291-0294 072-291-0295 重度訪問介護 2716400052 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ケア２１ ケア２１堺泉ヶ丘 590-0117 堺市南区高倉台二丁24番33号 南区 072-299-3221 072-299-3231 重度訪問介護 2716401068 令和2年9月1日 あり あり なし あり
株式会社フォーティオン かいろすケアセンター 590-0117 堺市南区高倉台二丁8-31南3号室 南区 072-284-5300 072-284-5301 重度訪問介護 2716400680 平成24年11月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　歩歩歩 ヘルパーステーション歩歩歩 590-0117 堺市南区高倉台二丁11番22-511号 南区 072-355-3383 072-355-3383 重度訪問介護 2716400771 平成26年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　あんど・こあ ライフサポートジョイクラブ 590-0125 堺市南区鉢ケ峯寺1535番地 南区 072-292-5960 072-292-5960 重度訪問介護 2716400219 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　南リベラル プラスケア 590-0127 堺市南区富蔵2699番地2 南区 072-284-2277 072-284-2288 重度訪問介護 2716400383 平成20年5月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス コスモスヘルパーステーションせんぼく 590-0131 堺市南区栂202-9 南区 072-284-6530 072-284-6533 重度訪問介護 2716400342 平成19年4月1日 あり あり なし あり
有限会社　サン・ベステム 千友介護サービスステーション 590-0133 堺市南区庭代台二丁3番3号 南区 072-297-6974 072-297-7130 重度訪問介護 2716400136 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　永愛 故郷訪問介護ステーション 590-0134 堺市南区御池台四丁7番地2 南区 072-248-5165 072-248-5165 重度訪問介護 2716101882 平成31年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　堺あけぼの福祉会 障害者居宅介護支援センター堺あけぼの 590-0134 堺市南区御池台五丁2番6号 南区 072-290-5454 072-290-5757 重度訪問介護 2716400318 平成19年3月1日 あり あり なし なし
特定非営利活動法人　希望 花見月 590-0134 堺市南区御池台一丁34番6号 南区 072-299-9523 072-299-9523 重度訪問介護 2716400854 平成27年11月1日 あり あり なし あり
株式会社　日本エルダリーケアサービス さくらそう堺南 590-0137 堺市南区城山台二丁2番3号 南区 072-295-2055 072-295-2056 重度訪問介護 2716401001 平成31年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　うるま 訪問介護あいぷらん 590-0141 堺市南区桃山台二丁15番5 南区 072-248-2006 072-248-2007 重度訪問介護 2716100843 平成23年3月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター栂美木多 590-0141 堺市南区桃山台二丁3-4　ツインビル桃山ⅡＢ102 南区 072-295-8320 072-299-7120 重度訪問介護 2716401019 令和1年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　ハートフルサンク ハートフルサンク桃山台 590-0141 堺市南区桃山台三丁1番3号 南区 072-298-2871 072-295-8802 重度訪問介護 2716400151 平成18年10月1日 あり あり なし あり
有限会社　ショウキ 介護センターこもれび 590-0141 堺市南区桃山台二丁3番4号 南区 072-350-0062 072-350-0062 重度訪問介護 2716400946 平成30年5月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　こころの家族 ヘルパー故郷の家 590-0142 堺市南区檜尾3360番地12 南区 072-271-0881 072-271-5474 重度訪問介護 2716400177 平成18年10月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　せかんど 特定非営利活動法人せかんど 590-0142 堺市南区檜尾3093番地7 南区 072-260-1294 072-260-1295 重度訪問介護 2716400144 平成18年10月1日 あり なし なし なし
Ｎｅｘｕｓ　Ｏｎｅ　株式会社 介護センターねくさす 590-0143 堺市南区新檜尾台三丁6番9号2階 南区 072-369-4780 072-369-4781 重度訪問介護 2716400532 平成23年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　三浦プラン 介護支援センターいっしん 590-0145 堺市南区大森255番地 南区 072-349-4511 072-349-4522 重度訪問介護 2715300121 平成18年7月1日 あり あり なし あり
シャローム　株式会社 やすらぎの介護シャローム泉北 590-0153 堺市南区大庭寺249-1 南区 072-295-0081 072-284-2148 重度訪問介護 2716400722 平成25年8月1日 あり あり なし なし
特定非営利活動法人　関西介護ショク研究所 ねね事業所 590-0155 堺市南区野々井260-1辻ビル102号 南区 072-369-4106 072-369-4107 重度訪問介護 2716100157 平成18年10月1日 あり あり なし なし
社会福祉法人　堺あすなろ会 陽だまり 590-0156 堺市南区稲葉三丁1581番地 南区 072-260-5570 072-260-5580 重度訪問介護 2716400169 平成18年10月1日 あり あり なし なし
株式会社　千愛 ちあ介護サービス 590-0101 堺市南区宮山台四丁7-5 南区 072-289-5451 072-289-5452 同行援護 2716400664 平成24年9月1日 あり なし あり なし
有限会社　心 こころ介護支援センター 590-0101 堺市南区宮山台一丁6番10号　山楠宮山台貸店舗Ｂ号 南区 072-293-6559 072-293-6200 同行援護 2716400094 平成23年12月1日 あり なし あり なし
株式会社　光 スクエアひかり支援サービス 590-0102 堺市南区和田東771番地1 南区 072-350-1120 072-350-1119 同行援護 2716400797 平成27年6月1日 あり なし あり なし
有限会社　石井 訪問介護あかるい手 590-0103 堺市南区深阪南119番地101号 南区 072-349-6156 072-237-4100 同行援護 2716400193 平成23年11月1日 あり なし あり なし
星瑛　株式会社 ケアセンターツツジ 590-0106 堺市南区豊田1272番1号 南区 072-294-3405 072-294-3406 同行援護 2716400912 平成29年10月1日 あり なし なし なし

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

有限会社　しらゆり しらゆり介護ステーション 590-0106 堺市南区豊田52番地2 南区 072-299-0573 072-299-0573 同行援護 2716400102 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　マザーハウス ヘルパーステーション和ごころ 590-0115 堺市南区茶山台三丁22番2-106 南区 072-369-4414 072-369-4421 同行援護 2716400508 平成25年8月1日 あり なし あり なし
生活協同組合　エスコープ大阪 エスコープ大阪サポートセンターケア・ピース 590-0115 堺市南区茶山台三丁22番2号109 南区 072-294-6405 072-294-6425 同行援護 2716100066 平成23年10月1日 あり なし あり なし
特定非営利活動法人　栄友社 ＮＰＯ法人栄友社居宅介護センター 590-0116 堺市南区若松台二丁1番4-107号 南区 072-291-0294 072-291-0295 同行援護 2716400052 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　ケア２１ ケア２１堺泉ヶ丘 590-0117 堺市南区高倉台二丁24番33号 南区 072-299-3221 072-299-3231 同行援護 2716401068 令和2年9月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　コスモス コスモスヘルパーステーションせんぼく 590-0131 堺市南区栂202-9 南区 072-284-6530 072-284-6533 同行援護 2716400342 平成23年10月1日 あり なし あり なし
有限会社　サン・ベステム 千友介護サービスステーション 590-0133 堺市南区庭代台二丁3番3号 南区 072-297-6974 072-297-7130 同行援護 2716400136 平成24年9月1日 あり なし あり なし
株式会社　永愛 故郷訪問介護ステーション 590-0134 堺市南区御池台四丁7番地2 南区 072-248-5165 072-248-5165 同行援護 2716101882 令和4年3月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　堺あけぼの福祉会 障害者居宅介護支援センター堺あけぼの 590-0134 堺市南区御池台五丁2番6号 南区 072-290-5454 072-290-5757 同行援護 2716400318 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター栂美木多 590-0141 堺市南区桃山台二丁3-4　ツインビル桃山ⅡＢ102 南区 072-295-8320 072-299-7120 同行援護 2716401019 令和1年11月1日 あり なし あり なし
株式会社　ハートフルサンク ハートフルサンク桃山台 590-0141 堺市南区桃山台三丁1番3号 南区 072-298-2871 072-295-8802 同行援護 2716400151 平成23年11月1日 あり なし あり なし
特定非営利活動法人　せかんど 特定非営利活動法人せかんど 590-0142 堺市南区檜尾3093番地7 南区 072-260-1294 072-260-1295 同行援護 2716400144 平成23年10月1日 あり なし なし なし
Ｎｅｘｕｓ　Ｏｎｅ　株式会社 介護センターねくさす 590-0143 堺市南区新檜尾台三丁6番9号2階 南区 072-369-4780 072-369-4781 同行援護 2716400532 平成23年10月1日 あり なし あり なし
特定非営利活動法人　関西介護ショク研究所 ねね事業所 590-0155 堺市南区野々井260-1辻ビル102号 南区 072-369-4106 072-369-4107 同行援護 2716100157 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　光 スクエアひかり支援サービス 590-0102 堺市南区和田東771番地1 南区 072-350-1120 072-350-1119 行動援護 2716400797 令和3年9月1日 なし あり あり あり
生活協同組合　エスコープ大阪 エスコープ大阪サポートセンターケア・ピース 590-0115 堺市南区茶山台三丁22番2号109 南区 072-294-6405 072-294-6425 行動援護 2716100066 平成18年12月1日 なし あり なし あり
特定非営利活動法人　栄友社 ＮＰＯ法人栄友社居宅介護センター 590-0116 堺市南区若松台二丁1番4-107号 南区 072-291-0294 072-291-0295 行動援護 2716400052 平成18年11月1日 なし あり あり あり
社会福祉法人　コスモス コスモスヘルパーステーションせんぼく 590-0131 堺市南区栂202-9 南区 072-284-6530 072-284-6533 行動援護 2716400342 平成19年4月1日 なし あり あり あり
株式会社　ＬＯＨＡＳ 介護センターロハスさかい 590-0133 堺市南区庭代台二丁9番6号 南区 072-288-4937 072-288-4938 行動援護 2716401126 令和3年8月1日 なし あり あり あり
株式会社　ハートフルサンク ハートフルサンク桃山台 590-0141 堺市南区桃山台三丁1番3号 南区 072-298-2871 072-295-8802 行動援護 2716400151 令和2年7月1日 なし あり あり あり
社会福祉法人　堺あすなろ会 アトリエｈａｎａ 590-0101 堺市南区宮山台三丁1番地10 南区 072-297-4878 072-291-4878 生活介護 2716400409 平成21年4月1日 なし あり なし なし
特定非営利活動法人　Ｄｅａｒ　ｆｒｉｅｎｄｓ でぃあふれんず 590-0101 堺市南区宮山台三丁1番20号 南区 072-295-7227 072-295-7228 生活介護 2716400466 平成21年7月1日 あり あり なし あり
有限会社　キャプテンフィンガーズ ケアセンター仲村 590-0101 堺市南区宮山台四丁7番9号 南区 072-284-3700 072-295-5505 生活介護 2716401100 令和3年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　カミレ ワンダーさかい 590-0103 堺市南区深阪南103番地 南区 072-247-4769 072-242-4765 生活介護 2716401035 令和2年5月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　栄友社 えーゆーハウス 590-0104 堺市南区土佐屋台1321番4号 南区 072-237-0294 072-237-0293 生活介護 2716400490 平成22年1月1日 あり なし なし なし
社会福祉法人　コスモス ふれあいの里かたくら 590-0121 堺市南区片蔵165番地 南区 072-291-5679 072-290-5300 生活介護 2716400334 平成19年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス 第２ふれあいの里かたくら 590-0121 堺市南区片蔵176-1番地 南区 072-291-5679 072-290-5300 生活介護 2716400888 平成28年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　まほろば パル・茅渟の里 590-0122 堺市南区釜室995番地1 南区 072-290-6880 072-290-6881 生活介護 2716400417 平成20年5月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　堺あけぼの福祉会 絆あけぼの 590-0133 堺市南区庭代台二丁9番1号 南区 072-289-8770 072-289-8772 生活介護 2716400599 平成23年7月1日 あり なし なし なし
株式会社　永愛 故郷デイサービス 590-0134 堺市南区御池台四丁7番地2 南区 072-248-5165 072-248-5165 生活介護 2716401050 令和2年12月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　堺あけぼの福祉会 堺あけぼの園 590-0134 堺市南区御池台五丁2番6号 南区 072-292-9002 072-290-1161 生活介護 2716400011 平成18年10月1日 あり なし なし なし
社会福祉法人　みきた福祉会 みきた作業所 590-0135 堺市南区別所1480番地1 南区 072-294-7755 072-294-8522 生活介護 2716400540 平成31年4月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　ライフサポート協会 みんなのマーケットるぴなす（はぴな） 590-0136 堺市南区美木多上1369-1 南区 072-284-7039 072-284-7079 生活介護 2716400821 平成30年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス せんぼく障害者作業所 590-0142 堺市南区檜尾1382番地6 南区 072-296-4520 072-297-6439 生活介護 2716400235 平成18年11月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　コスモス 第２せんぼく障害者作業所 590-0142 堺市南区檜尾16番地 南区 072-289-6018 072-289-6019 生活介護 2716400904 平成29年4月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　堺あすなろ会 ピュアあすなろ 590-0156 堺市南区稲葉三丁1581番地 南区 072-260-5570 072-260-5580 生活介護 2716400391 平成20年5月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　まほろば パル・茅渟の里 590-0122 堺市南区釜室995番1 南区 072-290-6880 072-290-6881 短期入所 2716400268 平成18年10月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　コスモス 総合生活支援センターそら／ショートステイそら 590-0131 堺市南区栂202-9 南区 072-291-2628 072-291-2629 短期入所 2716400847 平成27年10月1日 あり あり あり なし
一般社団法人　蓮 放課後等デイサービスRen 590-0133 堺市南区庭代台四丁43番地8 南区 072-220-6474 072-220-6474 短期入所 2716400995 平成31年4月1日 なし なし あり なし
社会福祉法人　堺あけぼの福祉会 ショートステイ堺あけぼの 590-0134 堺市南区御池台五丁2番6号 南区 072-292-8818 072-292-7387 短期入所 2716400425 平成20年6月1日 あり あり あり なし
社会福祉法人　堺あすなろ会 ピュアあすなろ 590-0156 堺市南区稲葉三丁1581番地 南区 072-260-5570 072-260-5580 短期入所 2716400276 平成18年10月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　まほろば パル・茅渟の里 590-0122 堺市南区釜室995番地1 南区 072-290-6880 072-290-6881 施設入所支援 2716400417 平成20年5月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　堺あすなろ会 ピュアあすなろ 590-0156 堺市南区稲葉三丁1581番地 南区 072-260-5570 072-260-5580 施設入所支援 2716400391 平成20年5月1日 なし あり なし なし
有限会社　キャプテンフィンガーズ ケアセンター仲村 590-0101 堺市南区宮山台四丁7番9号 南区 072-284-3700 072-295-5505 自立訓練（機能訓練） 2716401100 令和3年5月1日 あり あり なし あり
有限会社　キャプテンフィンガーズ ケアセンター仲村 590-0101 堺市南区宮山台四丁7番9号 南区 072-284-3700 072-295-5505 自立訓練（生活訓練） 2716401100 令和3年5月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　堺あすなろ会 アトリエｈａｎａ 590-0101 堺市南区宮山台三丁1番地10 南区 072-297-4878 072-291-4878 就労移行支援（一般型） 2716400409 平成20年5月1日 なし あり なし なし
特定非営利活動法人　ＡＳＵの会 まちかどステーション八百萬屋 590-0114 堺市南区槇塚台三丁1番7号 南区 072-289-7139 072-289-7139 就労移行支援（一般型） 2716400953 平成30年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　イクコ・カンパニー ワークショップひとふし 590-0132 堺市南区原山台五丁9-1　丸長運送配送センター2階 南区 072-247-4111 050-3730-6370 就労継続支援（Ａ型） 2716401084 令和3年5月1日 なし あり なし あり
特定非営利活動法人　Ｄｅａｒ　ｆｒｉｅｎｄｓ でぃあふれんず 590-0101 堺市南区宮山台三丁1番20号 南区 072-295-7227 072-295-7228 就労継続支援（Ｂ型） 2716400466 平成21年7月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　惑星会 就労継続支援Ｂ型作業所わくわく 590-0101 堺市南区宮山台三丁1番15　堺宮山台センタービル2階Ｃ号室 南区 072-292-8440 072-292-8441 就労継続支援（Ｂ型） 2716400813 平成27年7月1日 あり あり なし あり

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do


並び順：区→サービス種類→事業所郵便番号
各事業所の詳細については、 障害福祉サービス等情報公表検索サイトでご確認ください。

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do

主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

社会福祉法人　麦の会 麦の会第３作業所 590-0113 堺市南区晴美台一丁30番2-102号　104号 南区 072-205-9903 072-205-9904 就労継続支援（Ｂ型） 2716400482 平成21年12月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　アンビション２２ パン工房アンビション 590-0113 堺市南区晴美台一丁30番5号 南区 072-293-3900 072-293-6500 就労継続支援（Ｂ型） 2716400557 平成23年3月1日 あり あり なし あり
株式会社　ウエストサービス オーセント 590-0114 堺市南区槇塚台三丁1番6号 南区 072-284-5777 072-284-5770 就労継続支援（Ｂ型） 2716400896 平成28年8月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　ＡＳＵの会 まちかどステーション八百萬屋 590-0114 堺市南区槇塚台三丁1番7号 南区 072-289-7139 072-289-7139 就労継続支援（Ｂ型） 2716400953 平成30年8月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　ライフサポート協会 みんなのマーケットるぴなす 590-0117 堺市南区高倉台三丁2-2 南区 072-295-6173 072-295-6174 就労継続支援（Ｂ型） 2716400821 平成27年8月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　野のちから 風のこもんず 590-0117 堺市南区高倉台一丁2-1　Ｄ棟1 南区 072-295-0533 072-296-8778 就労継続支援（Ｂ型） 2716400524 平成22年12月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス 第２ふれあいの里かたくら 590-0121 堺市南区片蔵176-1番地 南区 072-291-5679 072-290-5300 就労継続支援（Ｂ型） 2716400888 平成28年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　堺あすなろ会 アトリエｈａｎａ(Ｌｉｎｋみいけ) 590-0134 堺市南区御池台三丁1番地5 南区 072-299-3550 072-299-3555 就労継続支援（Ｂ型） 2716400409 平成23年5月1日 なし あり なし なし
株式会社　ケアサポートりんぐ はなきりん 590-0137 堺市南区城山台二丁2番15号 南区 072-350-3123 072-350-3125 就労継続支援（Ｂ型） 2716401027 令和1年11月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス せんぼく障害者作業所 590-0142 堺市南区檜尾1382番地6 南区 072-296-4520 072-297-6439 就労継続支援（Ｂ型） 2716400235 平成18年11月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　コスモス 第２せんぼく障害者作業所 590-0142 堺市南区檜尾16番地 南区 072-289-6018 072-289-6019 就労継続支援（Ｂ型） 2716400904 平成29年4月1日 なし あり なし あり
株式会社　ワンズロード ワンズワークス 590-0157 堺市南区高尾一丁308番6 南区 072-247-4508 072-247-4509 就労継続支援（Ｂ型） 2716400920 平成29年10月1日 あり あり なし あり
合同会社　つどい つどい 590-0101 堺市南区宮山台三丁11番1号 南区 072-349-3911 072-349-3911 計画相談支援 2736400256 令和2年11月1日 あり あり あり あり
有限会社　キャプテンフィンガーズ ケアセンター仲村 590-0101 堺市南区宮山台四丁7番9号 南区 072-284-3700 072-295-5505 計画相談支援 2736400231 令和2年8月1日 あり あり あり あり
株式会社　光 スクエアひかりプラン 590-0102 堺市南区和田東771番地1 南区 072-350-1120 072-350-1119 計画相談支援 2736400207 平成29年5月1日 あり あり あり あり
合同会社　Ｗｉｔｈ ハートプラン 590-0102 堺市南区和田東901番地1　ヴィレヂ泉ヶ丘103号室 南区 072-284-7731 072-284-7732 計画相談支援 2736400249 令和2年10月1日 あり あり あり あり
有限会社　ＮＥＷ　ＣＯＬＯＲＳ トライプラス 590-0102 堺市南区和田東293番地1 ツイン泉ヶ丘103号 南区 072-203-0737 072-203-0737 計画相談支援 2736400280 令和4年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　カミレ 相談センターミント 590-0103 堺市南区深阪南103番地 南区 072-242-4763 072-242-4765 計画相談支援 2736500238 平成29年5月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　堺あすなろ会 地域生活支援センターフィットウェル 590-0103 堺市南区深阪南119番地　ダイヤモンドビル203号 南区 072-242-6605 072-237-0900 計画相談支援 2736400025 平成24年4月1日 あり あり あり あり
有限会社　石井 南区在宅支援相談所あかるい手 590-0103 堺市南区深阪南119番地101 南区 072-349-6155 072-237-4100 計画相談支援 2736400082 平成25年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　ほほえみネットワーク竹城 ほほえみネットワーク竹城 590-0105 堺市南区竹城台四丁1番5号 南区 072-247-8013 072-288-6172 計画相談支援 2736400165 平成27年12月1日 あり あり あり あり
株式会社　トライアングル 相談支援センタートライアングル 590-0111 堺市南区三原台二丁7番21号 南区 072-220-1158 072-220-1158 計画相談支援 2736400173 平成28年2月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス コスモスケアプランセンターせんぼく 590-0131 堺市南区栂202-9 南区 072-289-5559 072-289-7072 計画相談支援 2736400066 平成24年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＬＯＨＡＳ ロハスプランセンターさかい 590-0133 堺市南区庭代台二丁9番6号 南区 072-288-4937 072-288-4938 計画相談支援 2736400264 令和3年8月1日 あり あり あり あり
有限会社　サン・ベステム 千友相談支援センター 590-0133 堺市南区庭代台二丁3番3号 南区 072-297-6974 072-297-7130 計画相談支援 2736400157 平成27年7月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　堺あけぼの福祉会 堺あけぼの相談支援室 590-0134 堺市南区御池台五丁2番6号 南区 072-292-9002 072-290-1161 計画相談支援 2736400272 令和3年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　ケアサポートりんぐ せんしゅう療育相談室 590-0137 堺市南区城山台二丁2-15 南区 072-350-9566 072-350-0385 計画相談支援 2736400215 平成30年6月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　大阪府肢体不自由者協会 相談支援事業　泉北ぴょんぴょん相談室 590-0137 堺市南区城山台五丁1-2　大阪府障がい者交流促進センター 南区 072-294-8113 072-294-8113 計画相談支援 2736400108 平成25年4月1日 なし なし あり なし
株式会社　うるま あいぷらん 590-0141 堺市南区桃山台二丁15番5 南区 072-284-2006 072-284-2007 計画相談支援 2736100195 平成27年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　ハートフルサンク ハートフルサンク桃山台 590-0141 堺市南区桃山台三丁1番3号 南区 072-298-2871 072-295-8802 計画相談支援 2736400132 平成27年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　元気 ケアプランセンター元気 590-0143 堺市南区新檜尾台四丁52番1-205 南区 072-288-4122 072-288-4166 計画相談支援 2736400140 平成27年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　関西介護ショク研究所 ねね相談支援事業所 590-0155 堺市南区野々井260-1　辻ビル102号 南区 072-369-4106 072-369-4107 計画相談支援 2736400223 令和1年6月1日 あり あり あり あり
合同会社　つどい つどい 590-0101 堺市南区宮山台三丁11番1号 南区 072-349-3911 072-349-3911 地域定着支援 2736400256 令和3年5月1日 あり あり あり あり
合同会社　Ｗｉｔｈ ハートプラン 590-0102 堺市南区和田東901番地1　ヴィレヂ泉ヶ丘103号室 南区 072-284-7731 072-284-7732 地域定着支援 2736400249 令和2年10月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　堺あすなろ会 地域生活支援センターフィットウェル 590-0103 堺市南区深阪南119番地　ダイヤモンドビル203号 南区 072-242-6605 072-237-0900 地域定着支援 2736400025 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス コスモスケアプランセンターせんぼく 590-0131 堺市南区栂202-9 南区 072-289-5559 072-289-7072 地域定着支援 2736400066 平成24年4月1日 あり あり あり あり
有限会社　サン・ベステム 千友相談支援センター 590-0133 堺市南区庭代台二丁3番3号 南区 072-297-6974 072-297-7130 地域定着支援 2736400157 平成27年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　ハートフルサンク ハートフルサンク桃山台 590-0141 堺市南区桃山台三丁1番3号 南区 072-298-2871 072-295-8802 地域定着支援 2736400132 令和4年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　元気 ケアプランセンター元気 590-0143 堺市南区新檜尾台四丁52番1-205 南区 072-288-4122 072-288-4166 地域定着支援 2736400140 令和1年12月1日 あり あり あり あり
合同会社　つどい つどい 590-0101 堺市南区宮山台三丁11番1号 南区 072-349-3911 072-349-3911 地域移行支援 2736400256 令和3年5月1日 あり あり あり あり
合同会社　Ｗｉｔｈ ハートプラン 590-0102 堺市南区和田東901番地1　ヴィレヂ泉ヶ丘103号室 南区 072-284-7731 072-284-7732 地域移行支援 2736400249 令和2年10月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　堺あすなろ会 地域生活支援センターフィットウェル 590-0103 堺市南区深阪南119番地　ダイヤモンドビル203号 南区 072-242-6605 072-237-0900 地域移行支援 2736400025 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス コスモスケアプランセンターせんぼく 590-0131 堺市南区栂202-9 南区 072-289-5559 072-289-7072 地域移行支援 2736400066 平成24年4月1日 あり あり あり あり
有限会社　サン・ベステム 千友相談支援センター 590-0133 堺市南区庭代台二丁3番3号 南区 072-297-6974 072-297-7130 地域移行支援 2736400157 平成27年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　ハートフルサンク ハートフルサンク桃山台 590-0141 堺市南区桃山台三丁1番3号 南区 072-298-2871 072-295-8802 地域移行支援 2736400132 令和4年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　元気 ケアプランセンター元気 590-0143 堺市南区新檜尾台四丁52番1-205 南区 072-288-4122 072-288-4166 地域移行支援 2736400140 令和1年12月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＦＡＭＩＬＹ アイ・アール 591-8002 堺市北区北花田町二丁232番地4 北区 072-247-8005 072-247-8510 居宅介護 2716501511 平成30年8月1日 あり あり あり あり
株式会社　フォーユー ケアセンターフォーユー北花田 591-8002 堺市北区北花田町二丁196番-1 北区 072-240-1407 072-240-1408 居宅介護 2716501016 平成26年3月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　サンフラワーさかい スマイル 591-8004 堺市北区蔵前町二丁16番32号　ステージ村田10．2階201号室 北区 072-256-4984 072-256-4336 居宅介護 2716001595 平成26年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　Ｗｏｏｄ なないろ介護センター 591-8004 堺市北区蔵前町一丁7番11号　金岡Ｅビル203 北区 072-251-0256 072-251-0275 居宅介護 2716500588 平成23年3月1日 あり あり あり あり

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do


並び順：区→サービス種類→事業所郵便番号
各事業所の詳細については、 障害福祉サービス等情報公表検索サイトでご確認ください。
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

社会福祉法人　ひまわり会 ヘルパーステーションひまわりの家蔵前 591-8004 堺市北区蔵前町二丁16番12号 北区 072-275-6910 072-275-6915 居宅介護 2716501396 平成29年5月1日 あり なし なし なし
エルケア　株式会社 エルケア株式会社エルケア堺ケアセンター 591-8007 堺市北区奥本町一丁285番地ｱﾋﾞｽﾀ北花田１階 北区 072-240-3630 072-240-3631 居宅介護 2716500380 平成19年12月1日 あり あり あり あり
株式会社　聖 ケアセンターなのはな 591-8007 堺市北区奥本町二丁4番地1 北区 072-240-0115 072-240-0116 居宅介護 2716500414 平成20年11月1日 あり あり あり あり
寿ケア　株式会社 ヘルパーステーション一会さかい 591-8007 堺市北区奥本町一丁43　ＨＩＳ北花田203 北区 072-257-6055 072-257-6056 居宅介護 2716501180 平成27年7月1日 あり あり あり あり
西村総合介護サービス　株式会社 ヘルパーステーションあさか 591-8007 堺市北区奥本町二丁4-1 北区 072-240-3980 072-259-0078 居宅介護 2716500968 平成25年11月1日 あり あり あり あり
シャローム　株式会社 晴れる家3号館ヘルパーステーション 591-8008 堺市北区東浅香山町二丁334 北区 072-258-8868 072-258-8866 居宅介護 2716501230 平成28年2月1日 あり なし なし なし
株式会社　Ｋサーブカンパニー しあわせ倶楽部 591-8008 堺市北区東浅香山町二丁234-2 北区 072-254-8810 072-254-8830 居宅介護 2716500901 平成25年8月1日 あり あり あり あり
合同会社　アソシエイト アソシエイト堺 591-8008 堺市北区東浅香山町一丁15番3号 北区 072-253-5511 072-253-5513 居宅介護 2716501362 平成29年1月1日 あり あり なし あり
アガペー訪問介護センター　株式会社 はうすあがぺぇ 591-8011 堺市北区南花田町81番地1　ウッズアーバンビル205号室 北区 072-247-8783 072-247-8784 居宅介護 2716501008 平成26年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　社会福祉研究所 ヘルパーステーションコージー南花田 591-8011 堺市北区南花田町88番地1号　新緑南花田1Ｆ 北区 072-240-3291 072-240-3293 居宅介護 2716501677 令和2年12月1日 あり なし なし なし
シャローム　株式会社 やすらぎの介護シャローム新金岡 591-8021 堺市北区新金岡町一丁3番33号 北区 072-240-5511 072-240-5533 居宅介護 2716501222 平成28年2月1日 あり なし なし なし
スタートアップ　合同会社 スタートアップ訪問介護 591-8021 堺市北区新金岡町三丁4番5号 北区 072-246-3180 072-246-3181 居宅介護 2716501701 令和3年2月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　しぇいくはんず ヘルパーステーションしぇいくはんず 591-8021 堺市北区新金岡町五丁9-608 北区 072-267-4173 072-267-4183 居宅介護 2716501131 平成26年11月1日 あり あり あり あり
株式会社　リンクアップ 笑顔介護センター新金岡 591-8021 堺市北区新金岡町五丁4-103 北区 072-242-8631 072-242-8632 居宅介護 2716500547 平成22年10月1日 あり あり あり あり
合同会社　ｎｉｃｏｍ あずさケアステーション 591-8021 堺市北区新金岡町五丁6-104 北区 072-256-0023 072-256-0025 居宅介護 2716501271 平成28年5月1日 あり あり あり あり
合同会社　アムール アムールケア 591-8021 堺市北区新金岡町五丁3-125　辻野ビル203号 北区 072-240-1820 072-240-1821 居宅介護 2716500976 平成25年11月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス コスモスヘルパーステーションほくぶ 591-8021 堺市北区新金岡町五丁4-104 北区 072-275-5450 072-246-9902 居宅介護 2716500877 平成25年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　とも 訪問介護ステーションあかまんま 591-8021 堺市北区新金岡町5-8-327　村田住宅南東2号 北区 072-255-2010 072-256-4646 居宅介護 2716501248 平成28年3月1日 あり あり あり あり
株式会社　アスモ介護サービス アスモ介護サービスなかもず 591-8022 堺市北区金岡町3034-21 北区 072-251-7800 072-251-7820 居宅介護 2716500836 平成24年10月1日 あり なし なし なし
株式会社　いずみ ケアセンターかなおか 591-8022 堺市北区金岡町1566番地7　マンション安芸津105号室 北区 072-267-4726 072-267-4736 居宅介護 2716500570 平成23年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　香川 千晴訪問介護サービス 591-8022 堺市北区金岡町2203番地 北区 072-275-9917 072-275-9917 居宅介護 2716501149 平成26年12月1日 あり あり あり あり
合同会社　Trinity Re-Create ライフサポート奏 591-8022 堺市北区金岡町1988番地　寿マンションⅡ号館205号 北区 072-247-9774 072-247-9775 居宅介護 2716500943 平成25年10月1日 あり あり あり あり
合同会社　きずなケア ヘルパーステーションオハナ 591-8022 堺市北区金岡町2429　セピア金岡102 北区 072-240-0870 072-240-0875 居宅介護 2716501289 平成28年6月1日 あり あり あり あり
合同会社　セルフ 訪問介護セルフ 591-8022 堺市北区金岡町1638番地2　徳永ハイツA102号 北区 072-350-3820 072-350-3861 居宅介護 2716501370 平成29年3月1日 あり あり あり あり
合同会社　匡 ケアセンターくるり 591-8022 堺市北区金岡町2305-1 北区 072-259-1010 072-259-1020 居宅介護 2716501206 平成27年11月1日 あり あり あり あり
有限会社　ＶＩＶＯ ＶＩＶＯケアチーム 591-8022 堺市北区金岡町2448番地 北区 072-259-1967 072-259-1966 居宅介護 2716500190 平成18年10月1日 あり あり あり あり
有限会社　ラスカル なでしこケアサービス 591-8022 堺市北区金岡町865番地 北区 072-250-0252 072-253-0288 居宅介護 2716500109 平成18年10月1日 あり あり あり あり
ほっぺ訪問介護合同会社 ほっぺ訪問介護 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁1038-30 北区 072-269-4167 072-269-4230 居宅介護 2716501503 平成30年6月1日 あり あり あり あり
株式会社　ケア２１ ケア２１なかもず 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁816番　ＭＦＧビル2階 北区 072-240-6135 072-240-6136 居宅介護 2716500216 平成18年10月1日 あり あり あり あり
合同会社　エエよん ヘルパースクエアくらんなかもず 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁1040-24　ロイヤルカーサ１番館201号室 北区 072-283-8695 072-283-8695 居宅介護 2716500984 平成25年12月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　陽光会 介護ステーション中もず 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁998番地の3　105号 北区 072-254-7800 072-254-7801 居宅介護 2716500513 平成22年7月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ボノボ 介護サービスボノボ 591-8024 堺市北区黒土町25番地3 北区 072-250-2433 072-250-2433 居宅介護 2716500448 平成21年4月1日 あり あり あり あり
あいワーク　有限会社 あいワーク有限会社 591-8025 堺市北区長曾根町3047番地10 北区 072-253-6368 072-323-0078 居宅介護 2716500034 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　アワハウス アワハウスケアラボ大阪南 591-8025 堺市北区長曽根町3番地　シュライククリエイティブセンター202号 北区 072-246-9241 072-246-9242 居宅介護 2716000068 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターなかもず 591-8025 堺市北区長曾根町3021番地5 北区 072-240-1016 072-240-1017 居宅介護 2716500364 平成19年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター新金岡 591-8025 堺市北区長曾根町3069番地5　中嶋ビル2階 北区 072-240-3211 072-255-3334 居宅介護 2716500471 平成22年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　ライトヴィジョン ケアステーションロコ 591-8025 堺市北区長曽根町130番地42　さかい新事業創造センターＳ－Ｃｕｂｅ320号室 北区 072-247-9446 072-247-9447 居宅介護 2716501479 平成30年1月1日 あり あり あり あり
ＲＡＳ　合同会社 みっくす訪問介護 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町五丁256 北区 072-350-6876 072-350-9707 居宅介護 2716500919 平成25年8月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＶＡＧＯ ケアバンビ 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町四丁223番地 北区 072-252-7505 072-252-7504 居宅介護 2716500604 平成23年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　カイゴス きずな百舌鳥介護所 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町四丁175番地3　ルミエール梅北マンション1階 北区 072-251-7177 072-251-7178 居宅介護 2716500521 平成22年8月1日 あり あり あり あり
株式会社　日本エルダリーケアサービス さくらそう堺 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町四丁197 北区 072-240-8088 072-252-7004 居宅介護 2716501586 平成31年4月1日 あり あり あり あり
有限会社　茶の木 介護支援センター茶の木堺ヘルパーステーション 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町三丁125番地162 北区 072-240-1356 072-240-1376 居宅介護 2716500349 平成19年7月1日 あり あり あり あり
ヘルスケアリンク　株式会社 リンク訪問介護ステーションなかもず 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁28-17 北区 072-200-2884 072-254-5020 居宅介護 2716501784 令和4年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　シックスボックス べーる（ＢＥＥＲ） 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁49番28号 北区 080-3573-0600 072-931-0660 居宅介護 2716101833 平成30年11月1日 あり あり あり あり
株式会社　はるかコーポレーション あずきかいごさーびす 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁16-2-101 北区 072-205-5273 072-205-5274 居宅介護 2716501305 平成28年7月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　天照会 はるのヘルパーステーション中百舌鳥 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁30-2　OHANA中百舌鳥 北区 072-240-1636 072-240-1637 居宅介護 2716501446 平成29年10月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　あいらぶ ケアステーションあいらぶ 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁19番6号 北区 072-259-2323 072-259-4800 居宅介護 2716500208 平成18年11月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ソーシャルハウスさかい ヘルパーステーションふわり 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁27-2 北区 072-255-9920 072-205-9925 居宅介護 2716500141 平成18年10月1日 あり あり あり あり
トラスト総合福祉　合同会社 イクサスケアセンター 591-8033 堺市北区百舌鳥西之町三丁546番地202号室 北区 072-249-6831 072-249-6831 居宅介護 2716501032 平成26年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　Ｔ・Ｄｒｅａｍｓ ファミリーケアステーション 591-8033 堺市北区百舌鳥西之町3丁529番地　アクティ中もず 北区 072-250-2776 072-250-2968 居宅介護 2716500117 平成18年10月1日 あり あり あり なし
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令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

有限会社　じゅん じゅん訪問介護センター 591-8036 堺市北区百舌鳥本町三丁538番地57 北区 072-240-2810 072-240-2820 居宅介護 2716000209 平成18年10月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　Ｋｅｅｐ　Ｓｍｉｌｉｎｇ セカンド三国ヶ丘 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁47番地　ＤＷＥＬＬ三国101号室 北区 072-202-1294 072-202-1295 居宅介護 2716501727 令和3年6月1日 あり あり あり あり
株式会社　いづみ かおりの泉ライフケア 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町一丁37番地 北区 072-275-7508 072-275-5187 居宅介護 2716500802 平成24年9月1日 あり あり あり あり
株式会社　桂木屋 介護ステーションオルゴール 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町四丁220番地5 北区 072-259-1545 072-253-6716 居宅介護 2716500596 平成23年5月1日 あり あり あり あり
株式会社グローバルケア グローバルケア百舌鳥ヘルパーステーション 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町三丁123番地2　グローバルケア百舌鳥1F 北区 072-240-0101 072-240-0099 居宅介護 2716501487 平成30年2月1日 あり あり あり あり
有限会社　栄友社 ほのか 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町一丁8番地4　三国ヶ丘ビル202号室 北区 072-242-6401 072-242-6403 居宅介護 2716000456 平成19年1月1日 あり あり あり あり
株式会社　アニスト アニストヘルパーステーション堺北 591-8041 堺市北区東雲東町四丁1番27 北区 072-242-6143 072-242-6144 居宅介護 2716501537 平成30年9月1日 あり なし なし あり
株式会社　ライフステージ ライフケアサービス 591-8041 堺市北区東雲東町四丁2-2 北区 072-275-4523 072-275-4524 居宅介護 2716501651 令和2年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　スマイル 介護サービススマイル８ 591-8043 堺市北区北長尾町六丁4番17号 北区 072-201-3000 072-201-3500 居宅介護 2716500406 平成20年5月1日 あり あり あり あり
株式会社　ななつ星 ななつ星介護サービス 591-8044 堺市北区中長尾町二丁3番22号 北区 072-253-8887 072-253-8889 居宅介護 2716501529 平成30年8月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＦＡＭＩＬＹ アイ・アール 591-8002 堺市北区北花田町二丁232番地4 北区 072-247-8005 072-247-8510 重度訪問介護 2716501511 平成30年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　フォーユー ケアセンターフォーユー北花田 591-8002 堺市北区北花田町二丁196番-1 北区 072-240-1407 072-240-1408 重度訪問介護 2716501016 平成26年3月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　サンフラワーさかい スマイル 591-8004 堺市北区蔵前町二丁16番32号　ステージ村田10．2階201号室 北区 072-256-4984 072-256-4336 重度訪問介護 2716001595 平成26年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　Ｗｏｏｄ なないろ介護センター 591-8004 堺市北区蔵前町一丁7番11号　金岡Ｅビル203 北区 072-251-0256 072-251-0275 重度訪問介護 2716500588 平成23年3月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　ひまわり会 ヘルパーステーションひまわりの家蔵前 591-8004 堺市北区蔵前町二丁16番12号 北区 072-275-6910 072-275-6915 重度訪問介護 2716501396 平成29年5月1日 あり なし なし なし
エルケア　株式会社 エルケア株式会社エルケア堺ケアセンター 591-8007 堺市北区奥本町一丁285番地ｱﾋﾞｽﾀ北花田１階 北区 072-240-3630 072-240-3631 重度訪問介護 2716500380 平成19年12月1日 あり あり なし あり
株式会社　聖 ケアセンターなのはな 591-8007 堺市北区奥本町二丁4番地1 北区 072-240-0115 072-240-0116 重度訪問介護 2716500414 平成20年11月1日 あり あり なし あり
寿ケア　株式会社 ヘルパーステーション一会さかい 591-8007 堺市北区奥本町一丁43　ＨＩＳ北花田203 北区 072-257-6055 072-257-6056 重度訪問介護 2716501180 平成27年7月1日 あり あり なし あり
西村総合介護サービス　株式会社 ヘルパーステーションあさか 591-8007 堺市北区奥本町二丁4-1 北区 072-240-3980 072-259-0078 重度訪問介護 2716500968 平成25年11月1日 あり あり なし あり
シャローム　株式会社 晴れる家3号館ヘルパーステーション 591-8008 堺市北区東浅香山町二丁334 北区 072-258-8868 072-258-8866 重度訪問介護 2716501230 平成28年2月1日 あり なし なし なし
株式会社　Ｋサーブカンパニー しあわせ倶楽部 591-8008 堺市北区東浅香山町二丁234-2 北区 072-254-8810 072-254-8830 重度訪問介護 2716500901 平成25年8月1日 あり あり なし あり
合同会社　アソシエイト アソシエイト堺 591-8008 堺市北区東浅香山町一丁15番3号 北区 072-253-5511 072-253-5513 重度訪問介護 2716501362 平成29年1月1日 あり あり なし あり
アガペー訪問介護センター　株式会社 はうすあがぺぇ 591-8011 堺市北区南花田町81番地1　ウッズアーバンビル205号室 北区 072-247-8783 072-247-8784 重度訪問介護 2716501008 平成26年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　社会福祉研究所 ヘルパーステーションコージー南花田 591-8011 堺市北区南花田町88番地1号　新緑南花田1Ｆ 北区 072-240-3291 072-240-3293 重度訪問介護 2716501677 令和2年12月1日 あり なし なし なし
シャローム　株式会社 やすらぎの介護シャローム新金岡 591-8021 堺市北区新金岡町一丁3番33号 北区 072-240-5511 072-240-5533 重度訪問介護 2716501222 平成28年2月1日 あり なし なし なし
スタートアップ　合同会社 スタートアップ訪問介護 591-8021 堺市北区新金岡町三丁4番5号 北区 072-246-3180 072-246-3181 重度訪問介護 2716501701 令和3年2月1日 あり あり なし あり
株式会社　リンクアップ 笑顔介護センター新金岡 591-8021 堺市北区新金岡町五丁4-103 北区 072-242-8631 072-242-8632 重度訪問介護 2716500547 平成22年10月1日 あり あり なし あり
合同会社　ｎｉｃｏｍ あずさケアステーション 591-8021 堺市北区新金岡町五丁6-104 北区 072-256-0023 072-256-0025 重度訪問介護 2716501271 平成28年5月1日 あり あり なし あり
合同会社　アムール アムールケア 591-8021 堺市北区新金岡町五丁3-125　辻野ビル203号 北区 072-240-1820 072-240-1821 重度訪問介護 2716500976 平成25年11月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス コスモスヘルパーステーションほくぶ 591-8021 堺市北区新金岡町五丁4-104 北区 072-275-5450 072-246-9902 重度訪問介護 2716500877 平成25年4月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　とも 訪問介護ステーションあかまんま 591-8021 堺市北区新金岡町5-8-327　村田住宅南東2号 北区 072-255-2010 072-256-4646 重度訪問介護 2716501248 平成28年3月1日 あり あり なし あり
株式会社　アスモ介護サービス アスモ介護サービスなかもず 591-8022 堺市北区金岡町3034-21 北区 072-251-7800 072-251-7820 重度訪問介護 2716500836 平成24年10月1日 あり なし なし なし
株式会社　いずみ ケアセンターかなおか 591-8022 堺市北区金岡町1566番地7　マンション安芸津105号室 北区 072-267-4726 072-267-4736 重度訪問介護 2716500570 平成23年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　香川 千晴訪問介護サービス 591-8022 堺市北区金岡町2203番地 北区 072-275-9917 072-275-9917 重度訪問介護 2716501149 平成26年12月1日 あり あり なし あり
合同会社　Trinity Re-Create ライフサポート奏 591-8022 堺市北区金岡町1988番地　寿マンションⅡ号館205号 北区 072-247-9774 072-247-9775 重度訪問介護 2716500943 平成25年10月1日 あり あり なし あり
合同会社　きずなケア ヘルパーステーションオハナ 591-8022 堺市北区金岡町2429　セピア金岡102 北区 072-240-0870 072-240-0875 重度訪問介護 2716501289 平成28年6月1日 あり あり なし あり
合同会社　セルフ 訪問介護セルフ 591-8022 堺市北区金岡町1638番地2　徳永ハイツA102号 北区 072-350-3820 072-350-3861 重度訪問介護 2716501370 平成29年3月1日 あり あり なし あり
合同会社　匡 ケアセンターくるり 591-8022 堺市北区金岡町2305-1 北区 072-259-1010 072-259-1020 重度訪問介護 2716501206 平成27年11月1日 あり あり なし あり
有限会社　ＶＩＶＯ ＶＩＶＯケアチーム 591-8022 堺市北区金岡町2448番地 北区 072-259-1967 072-259-1966 重度訪問介護 2716500190 平成18年10月1日 あり あり なし あり
有限会社　ラスカル なでしこケアサービス 591-8022 堺市北区金岡町865番地 北区 072-250-0252 072-253-0288 重度訪問介護 2716500109 平成18年10月1日 あり あり なし あり
ほっぺ訪問介護合同会社 ほっぺ訪問介護 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁1038-30 北区 072-269-4167 072-269-4230 重度訪問介護 2716501503 平成30年6月1日 あり あり なし あり
株式会社　ケア２１ ケア２１なかもず 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁816番　ＭＦＧビル2階 北区 072-240-6135 072-240-6136 重度訪問介護 2716500216 平成18年10月1日 あり あり なし あり
合同会社　エエよん ヘルパースクエアくらんなかもず 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁1040-24　ロイヤルカーサ１番館201号室 北区 072-283-8695 072-283-8695 重度訪問介護 2716500984 平成25年12月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　陽光会 介護ステーション中もず 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁998番地の3　105号 北区 072-254-7800 072-254-7801 重度訪問介護 2716500513 平成22年7月1日 あり あり なし あり
あいワーク　有限会社 あいワーク有限会社 591-8025 堺市北区長曾根町3047番地10 北区 072-253-6368 072-323-0078 重度訪問介護 2716500034 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　アワハウス アワハウスケアラボ大阪南 591-8025 堺市北区長曽根町3番地　シュライククリエイティブセンター202号 北区 072-246-9241 072-246-9242 重度訪問介護 2716000068 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターなかもず 591-8025 堺市北区長曾根町3021番地5 北区 072-240-1016 072-240-1017 重度訪問介護 2716500364 平成19年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター新金岡 591-8025 堺市北区長曾根町3069番地5　中嶋ビル2階 北区 072-240-3211 072-255-3334 重度訪問介護 2716500471 平成22年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　ライトヴィジョン ケアステーションロコ 591-8025 堺市北区長曽根町130番地42　さかい新事業創造センターＳ－Ｃｕｂｅ320号室 北区 072-247-9446 072-247-9447 重度訪問介護 2716501479 平成30年1月1日 あり あり なし あり
ＲＡＳ　合同会社 みっくす訪問介護 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町五丁256 北区 072-350-6876 072-350-9707 重度訪問介護 2716500919 平成25年8月1日 あり あり なし あり
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

株式会社　ＶＡＧＯ ケアバンビ 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町四丁223番地 北区 072-252-7505 072-252-7504 重度訪問介護 2716500604 平成23年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　カイゴス きずな百舌鳥介護所 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町四丁175番地3　ルミエール梅北マンション1階 北区 072-251-7177 072-251-7178 重度訪問介護 2716500521 平成22年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　日本エルダリーケアサービス さくらそう堺 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町四丁197 北区 072-240-8088 072-252-7004 重度訪問介護 2716501586 平成31年4月1日 あり あり なし あり
有限会社　茶の木 介護支援センター茶の木堺ヘルパーステーション 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町三丁125番地162 北区 072-240-1356 072-240-1376 重度訪問介護 2716500349 平成19年7月1日 あり あり なし あり
ヘルスケアリンク　株式会社 リンク訪問介護ステーションなかもず 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁28-17 北区 072-200-2884 072-254-5020 重度訪問介護 2716501784 令和4年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　シックスボックス べーる（ＢＥＥＲ） 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁49番28号 北区 080-3573-0600 072-931-0660 重度訪問介護 2716101833 平成30年11月1日 あり あり なし あり
株式会社　はるかコーポレーション あずきかいごさーびす 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁16-2-101 北区 072-205-5273 072-205-5274 重度訪問介護 2716501305 平成28年7月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　天照会 はるのヘルパーステーション中百舌鳥 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁30-2　OHANA中百舌鳥 北区 072-240-1636 072-240-1637 重度訪問介護 2716501446 平成29年10月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　あいらぶ ケアステーションあいらぶ 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁19番6号 北区 072-259-2323 072-259-4800 重度訪問介護 2716500208 平成18年11月1日 あり あり なし あり
トラスト総合福祉　合同会社 イクサスケアセンター 591-8033 堺市北区百舌鳥西之町三丁546番地202号室 北区 072-249-6831 072-249-6831 重度訪問介護 2716501032 平成26年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　Ｔ・Ｄｒｅａｍｓ ファミリーケアステーション 591-8033 堺市北区百舌鳥西之町3丁529番地　アクティ中もず 北区 072-250-2776 072-250-2968 重度訪問介護 2716500117 平成18年10月1日 あり あり なし なし
有限会社　じゅん じゅん訪問介護センター 591-8036 堺市北区百舌鳥本町三丁538番地57 北区 072-240-2810 072-240-2820 重度訪問介護 2716000209 平成18年10月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　Ｋｅｅｐ　Ｓｍｉｌｉｎｇ セカンド三国ヶ丘 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁47番地　ＤＷＥＬＬ三国101号室 北区 072-202-1294 072-202-1295 重度訪問介護 2716501727 令和3年6月1日 あり あり なし あり
株式会社　いづみ かおりの泉ライフケア 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町一丁37番地 北区 072-275-7508 072-275-5187 重度訪問介護 2716500802 平成24年9月1日 あり あり なし あり
株式会社　桂木屋 介護ステーションオルゴール 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町四丁220番地5 北区 072-259-1545 072-253-6716 重度訪問介護 2716500596 平成23年5月1日 あり あり なし あり
株式会社グローバルケア グローバルケア百舌鳥ヘルパーステーション 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町三丁123番地2　グローバルケア百舌鳥1F 北区 072-240-0101 072-240-0099 重度訪問介護 2716501487 平成30年2月1日 あり あり なし あり
有限会社　栄友社 ほのか 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町一丁8番地4　三国ヶ丘ビル202号室 北区 072-242-6401 072-242-6403 重度訪問介護 2716000456 平成19年1月1日 あり あり なし あり
株式会社　アニスト アニストヘルパーステーション堺北 591-8041 堺市北区東雲東町四丁1番27 北区 072-242-6143 072-242-6144 重度訪問介護 2716501537 平成30年9月1日 あり なし なし あり
株式会社　ライフステージ ライフケアサービス 591-8041 堺市北区東雲東町四丁2-2 北区 072-275-4523 072-275-4524 重度訪問介護 2716501651 令和2年4月1日 あり あり なし あり
株式会社　スマイル 介護サービススマイル８ 591-8043 堺市北区北長尾町六丁4番17号 北区 072-201-3000 072-201-3500 重度訪問介護 2716500406 平成20年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　ななつ星 ななつ星介護サービス 591-8044 堺市北区中長尾町二丁3番22号 北区 072-253-8887 072-253-8889 重度訪問介護 2716501529 平成30年8月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　サンフラワーさかい スマイル 591-8004 堺市北区蔵前町二丁16番32号　ステージ村田10．2階201号室 北区 072-256-4984 072-256-4336 同行援護 2716001595 平成26年4月1日 あり なし あり なし
株式会社　Ｗｏｏｄ なないろ介護センター 591-8004 堺市北区蔵前町一丁7番11号　金岡Ｅビル203 北区 072-251-0256 072-251-0275 同行援護 2716500588 平成23年12月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　ひまわり会 ヘルパーステーションひまわりの家蔵前 591-8004 堺市北区蔵前町二丁16番12号 北区 072-275-6910 072-275-6915 同行援護 2716501396 平成29年5月1日 あり なし なし なし
エルケア　株式会社 エルケア株式会社エルケア堺ケアセンター 591-8007 堺市北区奥本町一丁285番地ｱﾋﾞｽﾀ北花田１階 北区 072-240-3630 072-240-3631 同行援護 2716500380 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　聖 ケアセンターなのはな 591-8007 堺市北区奥本町二丁4番地1 北区 072-240-0115 072-240-0116 同行援護 2716500414 平成23年10月1日 あり なし あり なし
寿ケア　株式会社 ヘルパーステーション一会さかい 591-8007 堺市北区奥本町一丁43　ＨＩＳ北花田203 北区 072-257-6055 072-257-6056 同行援護 2716501180 平成27年7月1日 あり なし あり なし
株式会社　Ｋサーブカンパニー しあわせ倶楽部 591-8008 堺市北区東浅香山町二丁234-2 北区 072-254-8810 072-254-8830 同行援護 2716500901 平成25年8月1日 あり なし あり なし
合同会社　アソシエイト アソシエイト堺 591-8008 堺市北区東浅香山町一丁15番3号 北区 072-253-5511 072-253-5513 同行援護 2716501362 令和1年8月1日 あり なし あり なし
アガペー訪問介護センター　株式会社 はうすあがぺぇ 591-8011 堺市北区南花田町81番地1　ウッズアーバンビル205号室 北区 072-247-8783 072-247-8784 同行援護 2716501008 平成26年2月1日 あり なし あり なし
合同会社　アムール アムールケア 591-8021 堺市北区新金岡町五丁3-125　辻野ビル203号 北区 072-240-1820 072-240-1821 同行援護 2716500976 平成25年11月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　コスモス コスモスヘルパーステーションほくぶ 591-8021 堺市北区新金岡町五丁4-104 北区 072-275-5450 072-246-9902 同行援護 2716500877 平成25年4月1日 あり なし あり なし
特定非営利活動法人　とも 訪問介護ステーションあかまんま 591-8021 堺市北区新金岡町5-8-327　村田住宅南東2号 北区 072-255-2010 072-256-4646 同行援護 2716501248 平成28年3月1日 あり なし あり なし
株式会社　香川 千晴訪問介護サービス 591-8022 堺市北区金岡町2203番地 北区 072-275-9917 072-275-9917 同行援護 2716501149 平成26年12月1日 あり なし なし なし
合同会社　きずなケア ヘルパーステーションオハナ 591-8022 堺市北区金岡町2429　セピア金岡102 北区 072-240-0870 072-240-0875 同行援護 2716501289 平成28年6月1日 あり なし あり なし
合同会社　セルフ 訪問介護セルフ 591-8022 堺市北区金岡町1638番地2　徳永ハイツA102号 北区 072-350-3820 072-350-3861 同行援護 2716501370 平成29年3月1日 あり なし なし なし
合同会社　匡 ケアセンターくるり 591-8022 堺市北区金岡町2305-1 北区 072-259-1010 072-259-1020 同行援護 2716501206 平成27年11月1日 あり なし あり なし
有限会社　ラスカル なでしこケアサービス 591-8022 堺市北区金岡町865番地 北区 072-250-0252 072-253-0288 同行援護 2716500109 平成23年11月1日 あり なし あり なし
ほっぺ訪問介護合同会社 ほっぺ訪問介護 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁1038-30 北区 072-269-4167 072-269-4230 同行援護 2716501503 平成30年6月1日 あり なし あり なし
株式会社　ケア２１ ケア２１なかもず 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁816番　ＭＦＧビル2階 北区 072-240-6135 072-240-6136 同行援護 2716500216 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　アワハウス アワハウスケアラボ大阪南 591-8025 堺市北区長曽根町3番地　シュライククリエイティブセンター202号 北区 072-246-9241 072-246-9242 同行援護 2716000068 平成24年8月1日 あり なし あり なし
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターなかもず 591-8025 堺市北区長曾根町3021番地5 北区 072-240-1016 072-240-1017 同行援護 2716500364 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター新金岡 591-8025 堺市北区長曾根町3069番地5　中嶋ビル2階 北区 072-240-3211 072-255-3334 同行援護 2716500471 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　ライトヴィジョン ケアステーションロコ 591-8025 堺市北区長曽根町130番地42　さかい新事業創造センターＳ－Ｃｕｂｅ320号室 北区 072-247-9446 072-247-9447 同行援護 2716501479 平成30年1月1日 あり なし あり なし
ＲＡＳ　合同会社 みっくす訪問介護 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町五丁256 北区 072-350-6876 072-350-9707 同行援護 2716500919 平成25年8月1日 あり なし あり なし
株式会社　ＶＡＧＯ ケアバンビ 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町四丁223番地 北区 072-252-7505 072-252-7504 同行援護 2716500604 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　カイゴス きずな百舌鳥介護所 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町四丁175番地3　ルミエール梅北マンション1階 北区 072-251-7177 072-251-7178 同行援護 2716500521 平成23年10月1日 あり なし あり なし
有限会社　茶の木 介護支援センター茶の木堺ヘルパーステーション 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町三丁125番地162 北区 072-240-1356 072-240-1376 同行援護 2716500349 平成23年10月1日 あり なし あり なし
株式会社　はるかコーポレーション あずきかいごさーびす 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁16-2-101 北区 072-205-5273 072-205-5274 同行援護 2716501305 平成28年7月1日 あり なし あり なし
特定非営利活動法人　あいらぶ ケアステーションあいらぶ 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁19番6号 北区 072-259-2323 072-259-4800 同行援護 2716500208 平成23年10月1日 あり なし あり なし

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do


並び順：区→サービス種類→事業所郵便番号
各事業所の詳細については、 障害福祉サービス等情報公表検索サイトでご確認ください。

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do

主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

株式会社　Ｔ・Ｄｒｅａｍｓ ファミリーケアステーション 591-8033 堺市北区百舌鳥西之町3丁529番地　アクティ中もず 北区 072-250-2776 072-250-2968 同行援護 2716500117 平成23年10月1日 あり なし あり なし
有限会社　栄友社 ほのか 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町一丁8番地4　三国ヶ丘ビル202号室 北区 072-242-6401 072-242-6403 同行援護 2716000456 平成24年6月1日 あり なし あり なし
株式会社　ライフステージ ライフケアサービス 591-8041 堺市北区東雲東町四丁2-2 北区 072-275-4523 072-275-4524 同行援護 2716501651 令和2年4月1日 あり なし あり なし
株式会社　スマイル 介護サービススマイル８ 591-8043 堺市北区北長尾町六丁4番17号 北区 072-201-3000 072-201-3500 同行援護 2716500406 平成23年11月1日 あり なし あり なし
株式会社　ななつ星 ななつ星介護サービス 591-8044 堺市北区中長尾町二丁3番22号 北区 072-253-8887 072-253-8889 同行援護 2716501529 平成30年8月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人　コスモス コスモスヘルパーステーションほくぶ 591-8021 堺市北区新金岡町五丁4-104 北区 072-275-5450 072-246-9902 行動援護 2716500877 平成25年4月1日 なし あり あり あり
有限会社　ＶＩＶＯ ＶＩＶＯケアチーム 591-8022 堺市北区金岡町2448番地 北区 072-259-1967 072-259-1966 行動援護 2716500190 平成19年5月1日 なし あり あり あり
合同会社　エエよん ヘルパースクエアくらんなかもず 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁1040-24　ロイヤルカーサ１番館201号室 北区 072-283-8695 072-283-8695 行動援護 2716500984 平成30年2月1日 なし あり あり あり
あいワーク　有限会社 あいワーク有限会社 591-8025 堺市北区長曾根町3047番地10 北区 072-253-6368 072-323-0078 行動援護 2716500034 平成24年4月1日 なし あり あり あり
特定非営利活動法人　あいらぶ ケアステーションあいらぶ 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁19番6号 北区 072-259-2323 072-259-4800 行動援護 2716500208 令和3年8月1日 なし あり あり あり
特定非営利活動法人　オレンジ福祉会 障がい者作業所ぽらりす 591-8001 堺市北区常磐町三丁19番地2 北区 072-255-3770 072-255-3771 生活介護 2716501081 平成26年9月1日 あり あり なし なし
社会福祉法人　こだま福祉会 障がい者作業所こだま 591-8008 堺市北区東浅香山町二丁251番地1 北区 072-252-3801 072-247-7510 生活介護 2716500422 平成21年1月1日 あり あり なし なし
社会福祉法人　コスモス ほくぶ障害者作業所 591-8011 堺市北区南花田町536番地1 北区 072-254-5778 072-259-4459 生活介護 2716500307 平成19年1月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス 第２ほくぶ障害者作業所 591-8011 堺市北区南花田町532番地3 北区 072-254-3292 072-254-3292 生活介護 2716500737 平成24年4月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　ことのは ことのは 591-8021 堺市北区新金岡町五丁7-541　パークハイツ新金岡101号 北区 072-259-5780 072-259-5781 生活介護 2716501719 令和3年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　関西福祉会 陵東館長曽根 591-8025 堺市北区長曾根町713番地の2 北区 072-259-0010 072-259-2941 生活介護 2716500745 平成24年4月1日 なし あり なし なし
特定非営利活動法人　あいらぶ あいらぶ作業所 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁19番6号 北区 072-240-0222 072-259-4800 生活介護 2716500315 平成19年4月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　あのね工房 あのね工房 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁15番9号 北区 072-275-4900 072-275-4901 生活介護 2716500687 平成23年11月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　はな来楽部 地域生活はな来楽部 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁79-1 北区 072-258-8700 072-258-8710 生活介護 2716501461 平成30年1月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　プリエール 福祉ネコハウスプリエール 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町五丁432番地2 北区 072-254-1162 072-220-0850 生活介護 2716501420 平成30年10月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　福祉創造スペース貘の家 福祉創造スペース貘の家 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁48番　カーサ三国ヶ丘103号 北区 072-256-7221 072-256-7221 生活介護 2716500497 平成22年4月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　明 百舌鳥あったか 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁94番1 北区 072-267-4521 072-267-4523 生活介護 2716501560 平成31年3月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　関西福祉会 陵東館長曽根 591-8025 堺市北区長曽根町713番地の2 北区 072-259-0010 072-259-2941 短期入所 2716500257 平成18年10月1日 なし あり なし なし
特定非営利活動法人　はな来楽部 ショートステイはなのいえ 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町三丁147番地1 北区 072-252-0087 072-253-6561 短期入所 2716501164 平成27年1月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　憩の家　かつら ばあばのおうち 591-8044 堺市北区中長尾町四丁3-29 北区 072-258-6028 072-258-6028 短期入所 2716500885 平成25年5月1日 なし なし あり なし
社会福祉法人　関西福祉会 陵東館長曽根 591-8025 堺市北区長曾根町713番地の2 北区 072-259-0010 072-259-2941 施設入所支援 2716500745 平成24年4月1日 なし あり なし なし
ＮＰＯ法人　バーナビーカレッジ バーナビーカレッジ 591-8004 堺市北区蔵前町二丁15-32 北区 072-257-7703 072-257-7704 自立訓練（生活訓練） 2716501339 平成28年10月1日 なし あり なし あり
ＮＰＯ法人　バーナビーカレッジ バーナビーカレッジ 591-8004 堺市北区蔵前町二丁15-32 北区 072-257-7703 072-257-7704 就労移行支援（一般型） 2716501339 令和3年4月1日 なし あり なし あり
社会福祉法人　コスモス ジョブサポート風の彩 591-8021 堺市北区新金岡町5丁4番104 北区 072-246-9901 072-246-9902 就労移行支援（一般型） 2716500752 平成24年4月1日 あり あり なし あり
ＲＥＴＲＩＥＶＥ　ＨＯＵＳＥ　株式会社 リトハウス中百舌鳥 591-8023 堺市北区中百舌鳥町五丁660番地1　スタツィオーネ中百舌鳥201・202号室 北区 072-257-7077 072-257-7078 就労移行支援（一般型） 2716501610 令和1年8月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　ＢＰ ＢＰ事業所 591-8023 堺市北区中百舌鳥町一丁95-22 北区 072-240-0681 072-240-0682 就労移行支援（一般型） 2716501602 令和1年7月1日 あり あり なし あり
株式会社　ココエル 就労移行支援ココエル 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町一丁8番2号　新栄プロパティ三国ヶ丘2階 北区 072-247-8281 072-247-8281 就労移行支援（一般型） 2716501750 令和3年8月1日 なし あり なし あり
総叡株式会社 きょうどう 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町三丁138-1　スタシオン百舌鳥21号 北区 072-276-4280 072-276-4583 就労継続支援（Ａ型） 2716501594 平成31年4月1日 なし あり なし あり
有限会社　ケイティパック ユーアンド 591-8003 堺市北区船堂町二丁4番6号 北区 072-268-2230 072-275-6345 就労継続支援（Ｂ型） 2716501768 令和3年9月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　こだま福祉会 障がい者作業所こだま 591-8008 堺市北区東浅香山町二丁251番地1 北区 072-252-3801 072-247-7510 就労継続支援（Ｂ型） 2716500422 平成21年1月1日 あり あり なし なし
合同会社　トランスーノア ビフレスト 591-8011 堺市北区南花田町393番6 北区 072-253-9307 072-253-9308 就労継続支援（Ｂ型） 2716100462 平成19年11月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス ほくぶ障害者作業所 591-8011 堺市北区南花田町536番地1 北区 072-254-5778 072-259-4459 就労継続支援（Ｂ型） 2716500307 平成22年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　コスモス 第２ほくぶ障害者作業所 591-8011 堺市北区南花田町532番地3 北区 072-254-3292 072-254-3292 就労継続支援（Ｂ型） 2716500737 平成20年4月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　しぇいくはんず じょいん 591-8021 堺市北区新金岡町五丁5番110号 北区 072-246-9243 072-246-9408 就労継続支援（Ｂ型） 2716501495 平成30年4月1日 なし あり なし あり
一般社団法人　日本福祉会 こころね 591-8021 堺市北区新金岡町五丁9番116号 北区 072-245-9874 072-245-9875 就労継続支援（Ｂ型） 2716501412 平成29年8月1日 あり あり なし あり
株式会社　五大 アトラス新金岡 591-8021 堺市北区新金岡町五丁7番711号 北区 072-255-3138 072-255-3137 就労継続支援（Ｂ型） 2716501743 令和3年6月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　ＢＰ ＢＰ事業所 591-8023 堺市北区中百舌鳥町一丁95-22 北区 072-240-0681 072-240-0682 就労継続支援（Ｂ型） 2716501602 令和1年7月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　陽光会 就労支援事業所りーふ 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁998番地の3　1階、2階 北区 072-254-7800 072-254-7801 就労継続支援（Ｂ型） 2716500562 平成30年5月1日 あり あり なし あり
株式会社　すまいる・ポッケ りあん・クールなかもず 591-8024 堺市北区黒土町3002-24 北区 072-252-1635 072-252-1635 就労継続支援（Ｂ型） 2716501214 平成28年2月1日 なし あり なし あり
株式会社　ハッピー ハッピー作業所 591-8025 堺市北区長曽根町1679番地2-B 北区 072-256-3000 072-256-3030 就労継続支援（Ｂ型） 2716501735 令和3年6月1日 あり あり なし あり
合同会社　あいり あいりわーくす 591-8025 堺市北区長曽根町1948-1 北区 072-242-6308 072-240-2552 就労継続支援（Ｂ型） 2716501438 平成29年8月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　アース アース作業所 591-8025 堺市北区長曽根町1679-2 北区 072-256-5000 072-257-0007 就労継続支援（Ｂ型） 2716500844 平成24年12月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　フィロソフィひまわり Willひまわり 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町五丁253-15 北区 072-250-7722 072-250-7722 就労継続支援（Ｂ型） 2716500786 平成24年5月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　たんぽぽひろば ワラビーズ 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁20番地10　澤ビル 北区 072-252-4802 072-256-4880 就労継続支援（Ｂ型） 2716500554 平成22年11月1日 なし なし なし あり
特定非営利活動法人　あいらぶ ありす作業所 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁19番21号 北区 072-257-1711 072-259-4800 就労継続支援（Ｂ型） 2716500869 平成25年3月1日 あり あり なし あり
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並び順：区→サービス種類→事業所郵便番号
各事業所の詳細については、 障害福祉サービス等情報公表検索サイトでご確認ください。
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主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

特定非営利活動法人　あのね工房 あのね工房 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁15番9号 北区 072-275-4900 072-275-4901 就労継続支援（Ｂ型） 2716500687 平成23年11月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　ここいろ キャンバス 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁1番地3　牧原ビル2-2号室 北区 072-240-1616 072-240-1626 就労継続支援（Ｂ型） 2716501024 平成26年4月1日 なし あり なし あり
特定非営利活動法人　ソーシャルハウスさかい じょぶるん 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁27-2 北区 072-323-6630 072-323-6622 就労継続支援（Ｂ型） 2716501388 平成29年4月1日 なし なし なし あり
特定非営利活動法人　フィロソフィひまわり ＷｉＬＬひまわりⅡ 591-8033 堺市北区百舌鳥西之町二丁552番地1 北区 072-250-7722 072-250-7722 就労継続支援（Ｂ型） 2716501792 令和4年4月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　プリエール 福祉ネコハウスプリエール 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町五丁432番地2 北区 072-254-1162 072-220-0850 就労継続支援（Ｂ型） 2716501420 平成29年7月1日 なし あり なし あり
ＡｌｌｙＴｈｅＬｕｃｋ　合同会社 Ｓｙｎｅｒｇｙ 591-8041 堺市北区東雲東町三丁6-20　リンショウマンション 北区 072-247-9994 06-7739-5316 就労継続支援（Ｂ型） 2716501685 令和3年1月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　木の実 くるみ相談室 591-8002 堺市北区北花田町三丁32-9　ロッソ北花田201 北区 072-257-3390 072-257-3391 計画相談支援 2736500154 平成27年3月1日 あり あり あり あり
株式会社　聖 ケアセンターなのはな 591-8007 堺市北区奥本町二丁４番地1 北区 072-240-0115 072-240-0116 計画相談支援 2736500139 平成27年1月1日 あり あり あり あり
アガペー訪問介護センター株式会社 はうすあがぺぇ 591-8011 堺市北区南花田町81番地1　ウッズアーバンビル205号室 北区 072-247-8783 072-247-8784 計画相談支援 2736500295 令和2年10月1日 あり あり あり あり
合同会社　アムール アムール相談支援 591-8021 堺市北区新金岡町五丁3-125　辻野ビル203 北区 072-240-1820 072-240-1821 計画相談支援 2736500147 平成27年3月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　とも ケアプランセンターあかまんま 591-8021 堺市北区新金岡町五丁8-327　村田住宅南東2号 北区 072-255-2010 072-256-4646 計画相談支援 2736500204 平成28年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　いずみ ぷらんかなおか 591-8022 堺市北区金岡町1566番地7　マンション安芸津105号室 北区 090-3849-8811 072-267-4736 計画相談支援 2736500121 平成26年7月1日 あり あり あり あり
株式会社　香川 相談支援事業所ちはる 591-8022 堺市北区金岡町2203番地 北区 072-275-9917 072-275-9917 計画相談支援 2736500402 令和4年6月1日 あり あり あり あり
有限会社　ＶＩＶＯ ＶＩＶＯＳＵＰＰＯＲＴロペ 591-8022 堺市北区金岡町188-1　アムディール205号 北区 072-275-8291 072-259-1966 計画相談支援 2736500170 平成27年7月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　陽光会 相談支援センターバリィ 591-8023 堺市北区中百舌鳥町六丁998番地の3　105号 北区 072-254-7800 072-254-7801 計画相談支援 2736500162 平成27年4月1日 あり あり あり あり
あいワーク　有限会社 あいワーク有限会社 591-8025 堺市北区長曾根町3047番地10 北区 072-253-6368 072-323-0078 計画相談支援 2736500089 平成24年8月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　Ｐｏｌａｒｉｓ 相談支援センターフィーロ 591-8025 堺市北区長曽根町130番地42　さかい新事業創造センター322号室 北区 072-350-0601 072-350-0601 計画相談支援 2736500303 令和3年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　ｅｖｅｒｆｒｅｅ 相談支援事業所めぐり 591-8025 堺市北区長曽根町130番地42　さかい新事業創造センターＳ-Ｃｕｂｅ305号 北区 072-275-6513 072-275-6516 計画相談支援 2736500311 令和3年2月1日 あり あり なし あり
合同会社　あいり あいりさぽーと 591-8025 堺市北区長曽根町1948-1 北区 072-240-2553 072-240-2552 計画相談支援 2736500220 平成29年1月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　関西福祉会 陵東館長曽根相談支援センター 591-8025 堺市北区長曾根町713番地2 北区 072-259-0010 072-259-2941 計画相談支援 2736500212 平成28年7月1日 あり あり あり あり
ＲＡＳ　合同会社 みっくす支援センター 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町五丁256 北区 072-350-6876 072-350-9707 計画相談支援 2736500329 令和3年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　みかんの花 ななつ星ケアプランセンター 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町二丁70-4-501 北区 072-283-9855 072-283-9855 計画相談支援 2736500246 平成29年8月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ここいろ 相談支援センターパステル 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町二丁102-1　珈夢亭ビル3階 北区 072-245-9996 072-245-9956 計画相談支援 2736500279 令和2年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　Ｌｉｅｎ　Ｆｏｒｔ サポートセンタームサシ 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町二丁600-5　コスモ新洋303号 北区 072-203-0395 072-322-4944 計画相談支援 2736500394 令和4年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　はるかコーポレーション あずき相談支援 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁16-2-101 北区 072-205-5273 072-205-5274 計画相談支援 2736500337 令和3年4月1日 あり あり あり あり
合同会社　ＦＬＵＯＲＩＴＥ 相談センターラピス 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁31番8号　アフルエンス203号 北区 072-275-9467 072-275-9468 計画相談支援 2736500352 令和3年8月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ここいろ 相談支援センターコンテ 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁1番地3　牧原ビル2-2号室 北区 072-240-1616 072-240-1626 計画相談支援 2736500113 平成26年3月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ソーシャルハウスさかい サポートセンターむ～ぶ 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁27-2 北区 072-323-6611 072-323-6622 計画相談支援 2736500022 平成24年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ぴーす ぴーすの支援プランセンター 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁39-32 北区 072-250-9063 072-250-9061 計画相談支援 2736500030 平成24年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　Ｋｅｅｐ　Ｓｍｉｌｉｎｇ セカンド三国ヶ丘 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁47番地　ＤＷＥＬＬ三国101号室 北区 072-202-1294 072-202-1295 計画相談支援 2736500345 令和3年6月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　はな来楽部 はな来楽部支援事業所 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁79-1 北区 072-258-8765 072-258-8766 計画相談支援 2736000148 平成24年11月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　プリエール 相談支援事業所エスポワール 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町五丁432番地2 北区 072-254-1162 072-220-0850 計画相談支援 2736500360 令和3年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　タラス 相談支援事業所たらす 591-8041 堺市北区東雲東町三丁6-20　リンショウマンション502号室 北区 072-200-3077 072-200-3077 計画相談支援 2736500378 令和3年12月1日 あり あり あり あり
株式会社　ＧＲＩＴ　ＪＡＰＡＮ ベストライフ堺 591-8042 堺市北区大豆塚町二丁17-3　レザビハイツ105号室 北区 072-267-4312 072-267-4313 計画相談支援 2736500386 令和4年3月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　自立生活センターマイロード 特定非営利活動法人自立生活センターマイロード 591-8042 堺市北区大豆塚町一丁22番16号 北区 072-253-5550 072-253-6270 計画相談支援 2736500014 平成24年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　とも ケアプランセンターあかまんま 591-8021 堺市北区新金岡町五丁8-327　村田住宅南東2号 北区 072-255-2010 072-256-4646 地域定着支援 2736500204 平成28年4月1日 あり あり あり あり
有限会社　ＶＩＶＯ ＶＩＶＯＳＵＰＰＯＲＴロペ 591-8022 堺市北区金岡町188-1　アムディール205号 北区 072-275-8291 072-259-1966 地域定着支援 2736500170 令和1年8月1日 あり あり なし あり
あいワーク　有限会社 あいワーク有限会社 591-8025 堺市北区長曾根町3047番地10 北区 072-253-6368 072-323-0078 地域定着支援 2736500089 平成24年9月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　Ｐｏｌａｒｉｓ 相談支援センターフィーロ 591-8025 堺市北区長曽根町130番地42　さかい新事業創造センター322号室 北区 072-350-0601 072-350-0601 地域定着支援 2736500303 令和3年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　ｅｖｅｒｆｒｅｅ 相談支援事業所めぐり 591-8025 堺市北区長曽根町130番地42　さかい新事業創造センターＳ-Ｃｕｂｅ305号 北区 072-275-6513 072-275-6516 地域定着支援 2736500311 令和3年2月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　関西福祉会 陵東館長曽根相談支援センター 591-8025 堺市北区長曾根町713番地2 北区 072-259-0010 072-259-2941 地域定着支援 2736500212 平成28年7月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ソーシャルハウスさかい サポートセンターむ～ぶ 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁27-2 北区 072-323-6611 072-323-6622 地域定着支援 2736500022 平成24年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　Ｋｅｅｐ　Ｓｍｉｌｉｎｇ セカンド三国ヶ丘 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁47番地　ＤＷＥＬＬ三国101号室 北区 072-202-1294 072-202-1295 地域定着支援 2736500345 令和3年6月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　はな来楽部 はな来楽部支援事業所 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁79-1 北区 072-258-8765 072-258-8766 地域定着支援 2736000148 平成24年11月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　自立生活センターマイロード 特定非営利活動法人自立生活センターマイロード 591-8042 堺市北区大豆塚町一丁22番16号 北区 072-253-5550 072-253-6270 地域定着支援 2736500014 平成24年4月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　とも ケアプランセンターあかまんま 591-8021 堺市北区新金岡町五丁8-327　村田住宅南東2号 北区 072-255-2010 072-256-4646 地域移行支援 2736500204 平成28年4月1日 あり あり あり あり
有限会社　ＶＩＶＯ ＶＩＶＯＳＵＰＰＯＲＴロペ 591-8022 堺市北区金岡町188-1　アムディール205号 北区 072-275-8291 072-259-1966 地域移行支援 2736500170 令和1年8月1日 あり あり なし あり
あいワーク　有限会社 あいワーク有限会社 591-8025 堺市北区長曾根町3047番地10 北区 072-253-6368 072-323-0078 地域移行支援 2736500089 平成25年8月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　Ｐｏｌａｒｉｓ 相談支援センターフィーロ 591-8025 堺市北区長曽根町130番地42　さかい新事業創造センター322号室 北区 072-350-0601 072-350-0601 地域移行支援 2736500303 令和3年2月1日 あり あり あり あり
株式会社　ｅｖｅｒｆｒｅｅ 相談支援事業所めぐり 591-8025 堺市北区長曽根町130番地42　さかい新事業創造センターＳ-Ｃｕｂｅ305号 北区 072-275-6513 072-275-6516 地域移行支援 2736500311 令和3年2月1日 あり あり なし あり

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do


並び順：区→サービス種類→事業所郵便番号
各事業所の詳細については、 障害福祉サービス等情報公表検索サイトでご確認ください。

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do

主たる対象者（難病等対象者の有無については未整備）
   （対象の障害児の「あり」については、相談はできますが、障害児支援利用計画の作成を依頼したい

　　場合は、別途、障害児相談支援事業所の一覧をご覧ください）

令和４年６月１日現在　障害福祉サービス等事業所一覧（共同生活援助以外）　

社会福祉法人　関西福祉会 陵東館長曽根相談支援センター 591-8025 堺市北区長曾根町713番地2 北区 072-259-0010 072-259-2941 地域移行支援 2736500212 平成28年7月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ソーシャルハウスさかい サポートセンターむ～ぶ 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁27-2 北区 072-323-6611 072-323-6622 地域移行支援 2736500022 平成24年4月1日 あり あり あり あり
一般社団法人　Ｋｅｅｐ　Ｓｍｉｌｉｎｇ セカンド三国ヶ丘 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁47番地　ＤＷＥＬＬ三国101号室 北区 072-202-1294 072-202-1295 地域移行支援 2736500345 令和3年6月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　はな来楽部 はな来楽部支援事業所 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁79-1 北区 072-258-8765 072-258-8766 地域移行支援 2736000148 平成24年11月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　自立生活センターマイロード 特定非営利活動法人自立生活センターマイロード 591-8042 堺市北区大豆塚町一丁22番16号 北区 072-253-5550 072-253-6270 地域移行支援 2736500014 平成24年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　コスモス ジョブサポート風の彩 591-8021 堺市北区新金岡町五丁4-104 北区 072-246-9901 072-246-9902 就労定着支援 2716501545 平成30年10月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　ワークサポートひまわり ケアセンターあおい 587-0002 堺市美原区黒山152-26 美原区 072-361-6002 072-361-6003 居宅介護 2716600172 平成28年4月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 美原荘訪問介護事業所 587-0022 堺市美原区平尾595番地の1 美原区 072-363-1143 072-3631154 居宅介護 2716600032 平成18年10月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人天寿会 ヘルパーステーションてんじゅ 587-0032 堺市美原区さつき野東一丁目5-1 美原区 072-363-5755 072-363-5756 居宅介護 2716600180 平成30年3月1日 あり あり なし あり
有限会社　アーカイブジャパン まごの手訪問介護事業所 587-0061 堺市美原区今井448-1 美原区 072-361-8828 072-361-0885 居宅介護 2716600024 平成18年10月1日 あり あり あり あり
株式会社　絆 ヘルパーステーション絆菩提 587-0064 堺市美原区菩提30番地5 美原区 072-349-3571 072-349-3573 居宅介護 2716600222 令和2年6月1日 あり あり あり あり
株式会社　穂の香 穂の香訪問介護ステーション堺 587-0065 堺市美原区小寺64-15 美原区 072-349-3602 072-349-3802 居宅介護 2716600271 令和3年10月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　ワークサポートひまわり ケアセンターあおい 587-0002 堺市美原区黒山152-26 美原区 072-361-6002 072-361-6003 重度訪問介護 2716600172 平成28年4月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 美原荘訪問介護事業所 587-0022 堺市美原区平尾595番地の1 美原区 072-363-1143 072-3631154 重度訪問介護 2716600032 平成18年10月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人天寿会 ヘルパーステーションてんじゅ 587-0032 堺市美原区さつき野東一丁目5-1 美原区 072-363-5755 072-363-5756 重度訪問介護 2716600180 平成30年3月1日 あり あり なし あり
有限会社　アーカイブジャパン まごの手訪問介護事業所 587-0061 堺市美原区今井448-1 美原区 072-361-8828 072-361-0885 重度訪問介護 2716600024 平成18年10月1日 あり あり なし あり
株式会社　絆 ヘルパーステーション絆菩提 587-0064 堺市美原区菩提30番地5 美原区 072-349-3571 072-349-3573 重度訪問介護 2716600222 令和2年6月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　ワークサポートひまわり ケアセンターあおい 587-0002 堺市美原区黒山152-26 美原区 072-361-6002 072-361-6003 同行援護 2716600172 平成28年4月1日 あり なし あり なし
社会福祉法人天寿会 ヘルパーステーションてんじゅ 587-0032 堺市美原区さつき野東一丁目5-1 美原区 072-363-5755 072-363-5756 同行援護 2716600180 平成30年3月1日 あり なし なし なし
有限会社　アーカイブジャパン まごの手訪問介護事業所 587-0061 堺市美原区今井448-1 美原区 072-361-8828 072-361-0885 同行援護 2716600024 平成29年8月1日 あり なし あり なし
特定非営利活動法人　栄友社 えーゆーホーム 587-0011 堺市美原区丹上406-1 美原区 072-294-6521 072-294-6531 生活介護 2716600149 平成26年11月1日 なし あり なし あり
ＮＰＯ法人　パワーウエスト ほんまちライフひこぼし 587-0012 堺市美原区多治井105番地3 美原区 072-288-6900 072-288-6900 生活介護 2716600206 平成30年12月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　嘉誠会 ワークセンターヴァンサンクつつじ 587-0021 堺市美原区小平尾953 美原区 072-369-7224 072-369-7225 生活介護 2716600248 令和3年4月1日 なし あり なし あり
合同会社　はなさく はなみずき作業所 587-0022 堺市美原区平尾20番地5 美原区 072-363-8880 072-363-8874 生活介護 2716600289 令和4年3月1日 あり あり なし あり
合同会社　はなさく やまぼうし作業所 587-0022 堺市美原区平尾20番地1 美原区 072-349-7747 072-363-8874 生活介護 2716600230 令和2年8月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　つなげよう福祉会 スマイルランドひのき 587-0051 堺市美原区北余部15番1 美原区 072-362-2750 072-362-2758 生活介護 2716600297 令和4年5月1日 あり あり なし あり
一般社団法人　朋友会 フレンド３号館 587-0003 堺市美原区阿弥494番45号 美原区 072-294-6347 072-294-6348 短期入所 2716600214 令和1年5月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　嘉誠会 ふれあいホームヴァンサンクつつじショートステイ１ 587-0022 堺市美原区平尾35-1 美原区 072-369-7224 072-369-7225 短期入所 2716600255 令和3年4月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　嘉誠会 ふれあいホームヴァンサンクつつじショートステイ２ 587-0022 堺市美原区平尾35-1 美原区 072-369-7224 072-369-7225 短期入所 2716600263 令和3年4月1日 なし あり なし なし
社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 特別養護老人ホーム美原荘 587-0022 堺市美原区平尾595番地の1 美原区 072-363-1143 072-363-1154 短期入所 2716600065 平成18年10月1日 あり なし なし なし
シンスリー　株式会社 シンスリー北野田（シンスリー太子事業所） 583-0995 南河内郡太子町太子122-1 南河内群太子町 0721-69-8083 0721-69-5583 就労継続支援（Ｂ型） 2716200577 令和3年2月1日 あり あり なし あり
社会福祉法人　嘉誠会 ワークセンターヴァンサンクつつじ 587-0021 堺市美原区小平尾953 美原区 072-369-7224 072-369-7225 就労継続支援（Ｂ型） 2716600248 令和3年4月1日 なし あり なし あり
合同会社　はなさく はなみずき作業所 587-0022 堺市美原区平尾20番地5 美原区 072-363-8880 072-363-8874 就労継続支援（Ｂ型） 2716600289 令和4年3月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　えん サニーハウス 587-0051 堺市美原区北余部76番地の3 美原区 072-362-8620 072-362-8620 就労継続支援（Ｂ型） 2716600123 平成25年4月1日 なし あり なし あり
株式会社　大望 ａｎｎ・ＡＱＵＡ　ＦＡＲＭ 587-0061 堺市美原区今井76番地1 美原区 072-349-3731 072-349-3732 就労継続支援（Ｂ型） 2716600115 平成25年3月1日 あり あり なし あり
特定非営利活動法人　ワークサポートひまわり ケアプランセンターあおい 587-0002 堺市美原区黒山152-26 美原区 072-361-6002 072-361-6003 計画相談支援 2736600053 平成29年4月1日 あり あり あり あり
有限会社　ケアサービスエス・ビー二十一 Ｓ・Ｂケアサポート 587-0021 堺市美原区小平尾211番地1 美原区 072-369-1233 072-369-4010 計画相談支援 2736600079 令和2年3月1日 あり あり あり あり
合同会社　はなさく 相談支援事業所このめ 587-0022 堺市美原区平尾20番5 美原区 072-363-8875 072-363-8874 計画相談支援 2736600087 令和2年5月1日 あり あり あり あり
社会福祉法人　天寿会 社会福祉法人天寿会平尾荘障害相談支援事業所 587-0022 堺市美原区平尾1938番地1 美原区 072-363-1850 072-363-1860 計画相談支援 2736600046 平成29年4月1日 あり あり なし あり
合同会社　ヨーソロー 相談支援ヨーソロー 587-0051 堺市美原区北余部40-72　ナンカイハイツ201 美原区 072-200-3248 072-200-3248 計画相談支援 2736600103 令和4年6月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　えん サニーハウス 587-0053 堺市美原区北余部西四丁1-8 美原区 072-369-4020 072-362-8620 計画相談支援 2736600012 平成24年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　フォーユー 相談支援センターｆｏｒ　ｙｏｕ 587-0062 堺市美原区太井687-2 美原区 072-362-6073 072-362-6077 計画相談支援 2736600095 令和4年1月1日 あり あり あり あり
合同会社　ヨーソロー 相談支援ヨーソロー 587-0051 堺市美原区北余部40-72　ナンカイハイツ201 美原区 072-200-3248 072-200-3248 地域定着支援 2736600103 令和4年6月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　えん サニーハウス 587-0053 堺市美原区北余部西四丁1-8 美原区 072-369-4020 072-362-8620 地域定着支援 2736600012 平成24年4月1日 あり あり あり あり
合同会社　ヨーソロー 相談支援ヨーソロー 587-0051 堺市美原区北余部40-72　ナンカイハイツ201 美原区 072-200-3248 072-200-3248 地域移行支援 2736600103 令和4年6月1日 あり あり あり あり
特定非営利活動法人　えん サニーハウス 587-0053 堺市美原区北余部西四丁1-8 美原区 072-369-4020 072-362-8620 地域移行支援 2736600012 平成24年4月1日 あり あり あり あり
株式会社　大望 Ｋａｎｎ 587-0063 堺市美原区大饗22-1 美原区 072-349-3731 072-349-3732 自立生活援助 2716600305 令和4年6月1日 なし あり なし あり
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事業所－名称 申請者－名称 申請者－郵便番号 申請者－電話番号 申請者－FAX番号 指定年月日
グループホームこあ Ｉ-ｒｏｏｔｓ　株式会社 591-8002 072-254-1602 令和1年7月1日
プロスパー株式会社 プロスパー株式会社 590-0952 072-247-9671 072-247-9196 平成31年4月1日
医療法人サヂカム会グループホームえびす 医療法人　サヂカム会 590-0027 072-233-1880 072-222-1709 平成21年6月1日

あんずの郷 医療法人　杏和会 599-8263 072-278-0381 072-277-2261 平成26年4月1日

グループホームつくし荘 医療法人　以和貴会 591-8012 072-252-9000 072-254-3660 平成18年10月1日

グループホーム｢和｣(なごみ) 医療法人　好寿会 583-0863 072-361-0545 072-361-4331 平成18年10月1日

ソーバーホーム 医療法人　和気会 594-1154 0725-53-1222 0725-53-1227 平成21年3月1日

ピースフルハウス 一般社団法人　アフター 580-0026 072-335-7744 072-335-7734 平成30年7月1日

グループホームノア 一般社団法人　グローバルハーベスト 599-8271 072-278-7785 072-275-7093 平成25年3月1日

グループホームことのね 一般社団法人　ことのね 580-0031 080-7020-4299 令和4年5月1日
アンジュの家 一般社団法人　ゆめファミリー 599-8123 072-236-0902 072-236-0902 平成29年5月1日

輝のグループホーム 一般社団法人　輝39 599-8272 072-275-7439 072-275-7485 平成30年11月1日

フレンド1号館 一般社団法人　朋友会 589-0022 072-294-6347 072-294-6347 平成30年7月1日

ここハウス 株式会社　ＣＯＣＯＳ 598-0021 072-463-8294 072-447-5355 令和4年5月1日
グループホームドーナツ 株式会社　Ｄｏｎｕｔｓ 593-8304 072-355-3376 072-355-3376 令和3年11月1日

グループホームゆう大浜 株式会社　ＪＡＰＡＮ ＬＩＦＥ 584-0082 06-6769-8880 06-6769-8881 平成28年9月1日

ういんぐ 株式会社　Ｔ-Ｗｉｎｇ 545-0021 072-248-6337 072-248-6337 平成30年8月1日

グループホームりんく 株式会社　アシスト 593-8316 072-290-7264 072-290-7265 平成29年2月1日

げんじの里 株式会社　イクコ・カンパニー 586-0034 072-284-7819 050-3730-6370 平成30年9月1日

カランドリエ堺Ⅰ 株式会社　インセンス 174-0051 090-8500-5158 令和2年5月1日
とも 株式会社　い志乃商会 590-0963 072-238-4915 072-238-8473 令和1年10月1日

グループホームスマイル 株式会社　スマイルケアサポート 593-8327 072-288-7272 072-288-7273 令和3年1月1日
トレーフル 株式会社　ハートフルサンク 590-0141 072-284-0161 072-284-0160 平成30年4月1日

グループホーム虹みなと 株式会社　ハッピー 591-8025 072-256-3000 072-256-3030 令和4年4月1日
ペット共生型障害者グループホーム堺 株式会社　ひまわりパートナーズ 599-8102 072-247-5705 072-247-5706 令和4年6月1日
グループホームみのり 株式会社　みのり 560-0011 072-221-8157 072-221-8158 令和3年9月1日
ひまわり 株式会社　リカバリーサポート 546-0043 06-6625-6363 06-6625-6366 平成30年7月1日

スマイリーハウス 株式会社　ルーティンワーク 577-0827 06-6720-2047 06-6720-2047 令和3年5月1日
レイアップ 株式会社　レイアップ 545-0014 06-7505-6563 06-7505-6563 令和2年4月1日
グループホームワンズロード 株式会社　ワンズロード 593-8316 072-272-8417 072-272-8418 平成27年11月1日

グループホームワンズロードレジデンス 株式会社　ワンズロード 593-8316 072-247-4508 072-247-4509 令和1年8月1日
グループホームワンズロード高尾 株式会社　ワンズロード 593-8316 072-247-4508 072-247-4509 平成31年1月1日

グループホームワンズロード大美野 株式会社　ワンズロード 593-8316 072-272-8417 072-272-8418 平成30年3月1日

グループホームラルゴ 株式会社　一成 593-8316 072-272-8417 072-272-8418 平成30年12月1日

スクエアみどりホーム深井 株式会社　光 590-0102 072-350-1120 072-350-1119 令和2年7月1日
Ｌｕｎａｌｌｅｎａ 株式会社　溝畑 599-8247 072-320-8445 072-320-8636 令和2年7月1日
ａｎｎ．Ｌｉｖｅ 株式会社　大望 587-0061 072-349-3731 072-349-3732 平成30年4月1日

グループホームウイングス 株式会社　藤ウイングス 599-8107 072-285-1325 072-285-1325 令和2年2月1日
グループホームめぐみ 合同会社　ＪＭＲ 591-8036 080-5361-1539 令和4年2月1日
みんなの家ドロシー 合同会社　ＯＺ 589-0021 090-1903-5375 072-349-8772 平成26年4月1日

グループホームＪＯＹ 合同会社　Ｒｈｙｚｍ 590-0111 072-237-1133 072-237-1134 令和2年3月1日
グループホームガイア 合同会社　アース 577-0822 090-3050-8109 072-259-9757 令和3年10月1日

ハーモニーみはら 合同会社　ウォームハート美原 587-0043 090-8539-4441 平成30年8月1日

令和４年６月１日現在　共同生活援助事業所一覧
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グループホームマミードリームつばさ 合同会社　エム・ケイ・ワイ 592-8335 072-370-1180 072-370-1181 平成29年2月1日

ここいろホーム 合同会社　ケイズサポート 590-0018 072-377-6729 平成25年5月1日

りあんふぁみりお 合同会社　スタート 590-0834 072-370-6601 072-370-6602 令和2年5月1日
共同生活援助事業所はなさく 合同会社　はなさく 587-0021 072-363-8873 072-363-8874 平成31年4月1日

ホダカ 合同会社　ホダカ 590-0944 072-232-2837 072-228-9100 令和3年9月1日
セカンド深井 合同会社　まい 599-8271 090-5660-7413 平成31年3月1日

カシータ堺 合同会社　雅 559-0012 06-4708-6046 06-6973-3347 令和3年4月1日
グループホーム笑家 合同会社Ａ・Ｓ・Ｓ 590-0024 072-370-0128 072-350-3085 令和1年7月1日
ヴィラージュあまね 社会福祉法人　こころの窓 599-8114 072-286-2260 072-286-2268 平成26年4月1日

ヴィラージュあゆみ 社会福祉法人　こころの窓 599-8114 072-286-2260 072-286-2268 平成18年10月1日

コスモスケアホームえると 社会福祉法人　コスモス 599-8116 072-288-1055 072-287-1167 平成18年10月1日

コスモスケアホームせんぼく 社会福祉法人　コスモス 599-8116 072-288-1055 072-287-1167 平成24年10月1日

ケアホームサライ 社会福祉法人　サライ福祉会 590-0802 072-247-3373 072-247-3372 平成26年4月1日

ハサピ 社会福祉法人　サワリ 590-0811 072-280-0830 072-241-7772 平成26年4月1日

サポートセンターはなのこみち 社会福祉法人　ばなな 599-8273 072-277-2163 072-277-2167 平成26年5月1日

ピノキオホーム 社会福祉法人　ピノキオ福祉会 599-8238 072-239-2584 072-239-2584 平成24年10月1日

ケアホーム和み 社会福祉法人　まほろば 590-0134 072-297-5108 072-297-5277 平成22年1月1日

ふれあいホームヴァンサンクつつじ 社会福祉法人　嘉誠会 546-0013 06-6704-2971 06-6704-2974 令和3年4月1日
陵東館和楽苑 社会福祉法人　関西福祉会 591-8025 072-252-6000 072-253-2941 平成30年4月1日

グループホーム堺あけぼの 社会福祉法人　堺あけぼの福祉会 590-0134 072-292-9002 072-290-1161 平成27年6月1日

グループホームあすなろ 社会福祉法人　堺あすなろ会 590-0156 072-260-5570 072-260-5580 平成18年10月1日

サンももやま１０１ 社会福祉法人　堺あすなろ会 590-0156 072-260-5570 072-260-5686 平成22年4月1日

グループホーム光 社会福祉法人　自立支援協会 599-8238 072-281-4305 072-281-4320 平成30年4月1日

グループホーム無限 社会福祉法人　自立支援協会 599-8238 072-281-4305 072-281-4320 平成26年1月1日

ケアホームアピカ 社会福祉法人　自立支援協会 599-8238 072-281-4305 072-281-4320 平成18年10月1日

しののめホーム 社会福祉法人　自立支援協会 599-8238 072-281-4305 072-281-4320 令和4年1月1日
グループホームあいあい 社会福祉法人　障友会 593-8312 072-271-6791 072-271-6792 平成27年10月1日

グループホームしゅくらん 社会福祉法人　障友会 593-8312 072-271-6791 072-271-6792 令和2年2月1日
グループホームわろうだ 社会福祉法人　障友会 593-8312 072-271-6791 072-271-6792 平成18年10月1日

サウス・ライト 社会福祉法人　障友会 593-8312 072-271-6791 072-271-6792 平成18年10月1日

すわの森ホーム 社会福祉法人　障友会 593-8312 072-271-6791 072-271-6792 平成21年5月1日

宮山台ホーム 社会福祉法人　障友会 593-8312 072-271-6791 072-271-6792 平成18年10月1日

平井ホーム 社会福祉法人　障友会 593-8312 072-271-6791 072-271-6792 平成21年12月1日

ホームズしらさぎ 社会福祉法人　大阪手をつなぐ育成会 574-0036 072-869-6555 072-889-2365 平成18年10月1日

のどか 社会福祉法人　大阪府障害者福祉事業団 584-0054 0721-34-2180 0721-34-2121 平成18年10月1日

東浅香山グループホーム 社会福祉法人　朋志美会 590-0013 072-222-5131 072-222-5202 平成18年10月1日

グループホーム虹 特定非営利活動法人　アース 591-8025 072-256-5000 072-257-0007 平成29年9月1日

げんきの家 特定非営利活動法人　げんき 599-8272 072-277-1802 072-277-1802 平成24年4月1日

スマイル 特定非営利活動法人　スマイルホープ 545-0023 072-320-3110 072-320-3110 平成25年4月1日

グループホームぽこぽこ 特定非営利活動法人　ソーシャルハウスさかい 591-8023 072-255-9905 072-255-9906 平成18年10月1日

グループホームだいち 特定非営利活動法人　次世代育成・少子化対策研究会 593-8302 072-279-2615 072-279-2617 平成20年9月1日

ぴあハウス 特定非営利活動法人　自立フロンティアズ 599-8238 072-275-7818 072-275-7818 平成22年7月1日

自立ホームクローバー 特定非営利活動法人　自立生活センターマイロード 591-8042 072-253-5550 072-253-6270 平成22年4月1日

ケアホーム希望 特定非営利活動法人　和輪ワールド 590-0963 072-223-1981 072-223-1981 平成22年7月1日

和の樹 特定非営利活動法人ライフ＆ケア 594-0002 0725-38-8446 0725-38-8446 令和1年9月1日
アンの家 有限会社　ＴＯＭＡＮ企画 214-0032 044-922-5722 044-922-5722 令和1年8月1日
グループホーム幸せ多い 有限会社幸せ多い 599-8272 072-270-2281 072-270-2281 平成30年3月1日
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