
居宅介護支援

事業所名称 所在地 電話番号
ニチイケアセンター岸和田 磯上町二丁目１番１８号 072-430-6747
岸和田北居宅サポートセンター 磯上町三丁目３番１３号 072-430-3555
エタニティケア岸和田 磯上町三丁目２１番３号マンションケレス４０３号

室
072-431-8555

ケアネット徳洲会居宅介護支援岸和田 磯上町四丁目２２番４０号 072-436-0550
ＮＰＯケアプランよりあい倶楽部岸和田 磯上町五丁目１９番１４号 072-432-4081
居宅介護支援事業所ハッピーライフ 吉井町一丁目１３番１７号 072-441-6966
岸和田盈進会病院ケアプランセンター 中井町一丁目１２番１号 072-443-0081
ワタミ介護ステーション岸和田 中井町二丁目１２番４号 072-441-2711
はむろケアサポート 中井町二丁目１５番１８号 072-444-0128
ケアプラングリーン 荒木町一丁目８番３号 072-440-1111
そよかぜケアプランセンター 荒木町一丁目１４番３７号 072-448-5581

岸和田市医師会ケアプランセンター
荒木町一丁目１番５１号　岸和田メディカルセン
ター内

072-440-2122

ケアプランセンター纒
荒木町一丁目１３－３　ライフパートⅢ１０１・１０
２号室

072-440-1310

阪南医療生協介護ネットワーク「ひまわり」 荒木町二丁目２番１８号 072-441-1664

春木病院介護支援センター
春木若松町８番２０号　ロビンソングマンション１
００１号

072-432-8668

岡本介護センター春木 春木若松町４－８ 072-437-3561
ヒロケアプランセンター 春木若松町１３番２７号　山忠ビル２階 072-430-6610
ケアプラン・結い 春木若松町１３番２７号　山忠ビル２階Ｂ室 072-438-3711
ケアプランセンター天の川 春木大国町８番４号 072-436-2233
ケアプランいろは 春木本町１５番２０号 072-430-1682
凛花苑 下野町一丁目１１番２３号 072-427-8088
医療法人徳洲会岸和田徳洲会介護センター 加守町四丁目２７番１号 072-445-7769
グリースマイル 加守町二丁目６番２号 072-438-3055
デイジー介護サービス 宮前町８番１７号 072-493-8301
居宅介護支援事業所・華 西之内町２番１３号 072-436-2217
ケアプラン岸和田市社協 別所町三丁目１２番１号 072-437-0611
有限会社マエダケアサービス指定居宅介護支援事 別所町一丁目２０番２７号 072-430-1285
岸和田居宅介護支援事業所 藤井町二丁目１３番１３号 072-436-5100
医療法人出水クリニック 藤井町一丁目１２番５号 エアリーズ上野１階 072-437-5811
ケアプランホームタウン 藤井町一丁目９番７号　トレード大宮Ｃ号 072-457-7855
ＮＰＯ中央ケアプランセンター 藤井町二丁目５番３４号 072-430-2200
株式会社ＴＤＦケアプランセンターココロ 八阪町３丁目５番２号 072-437-1321
紅ケアプランセンター 沼町１８番１６号 072-488-7520
有限会社居宅介護支援事業所・愛１０１ 沼町２１番８号　エクセルビル２０１号 072-430-6101
介護支援センターみやこ岸和田 宮本町１７番２０号 072-433-9000
ケアセンターＳＡＰ 宮本町４０番１２号 072-432-3819
いずみの森介護支援センター 五軒屋町１９番１９号 072-436-1165
トライアングル 北町１５番１２号　シャンブル北町１０１号 072-437-2561
ケアプランセンターポポロ 堺町１－３８大起ビル４F 072-433-1828
日根野介護サービス 堺町２番５号　シメノビル２階２－Ｂ 072-437-2940
ケアプランセンターへリオス 堺町２番１２号プレステージフジ岸和田３０３号

室
072-438-8787

ほりケアプランセンター 岸城町４番７号 072-468-8633
寺田萬寿病院指定居宅介護支援事業所 南上町一丁目４８番５号 072-422-4467
居宅介護支援事業所・株式会社アルサス 南上町一丁目３４番１９号 072-430-3063
コリオンケアプランセンター 南上町一丁目４１番１３号 072-430-3337
花水木ケアプランセンター 南上町二丁目２４番１３号 072-422-0700
いなば荘居宅介護支援事業所 稲葉町１０６６番地 072-479-1515
社会福祉法人正豊会千亀利荘 積川町３５８番地 072-479-1885
エンゼルランプケアプランセンター 内畑町３１０番地 072-493-6088
ハッピーケアセンター 箕土路町二丁目１３番３０号 072-445-4070
介護相談センター和 箕土路町二丁目９番９号 072-444-5566
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岡本介護センター岸和田 田治米町４１５番地の９ 072-443-6118
ケアプランセンター春風 東ケ丘町８０８番地の５４０ 072-425-4167

医療法人徳洲会介護老人保健施設岸和田徳洲苑
介護センター

三田町１４２番地 072-441-6705

医療法人大植医院芙蓉メディカルサポート 大町３６７番地 072-443-7075
ケアプラン生活支援センター・ひまわり 大町４４８番地の５ 072-443-3334
医療法人吉栄会吉川病院 池尻町９８番地 072-445-3721
ケアプラン・サン 池尻町９５番地の１９ 072-444-5405
バナナケアプランセンター岸和田 池尻町３８４番地の３ 072-444-3100
彩りケアプランセンター 池尻町６２１番地 072-457-7533
すいめい介護支援センター 岡山町１８９番地の２ 072-448-7833
特別養護老人ホーム萬寿園 尾生町８０８番地 072-445-0749
ピープルケアプランセンターきしわだ 尾生町２１３０番地４ 072-443-0493
神於山園居宅介護支援事業所 尾生町３１９２番２ 072-427-1165
医療法人利田会ゆうパル居宅介護支援事業所 尾生町２９８０番地の１ 072-445-4436
ケアプランセンターゆめ工房 尾生町三丁目５番２号 072-448-7117
ＯＫハウス小松里 小松里町２０６４　ＭＫビル１０２号 072-441-7752
コープアイヘルパーステーションきしわだ居宅介護支
援事業所

小松里町９０７番地　松村ビル２階 072-443-6466

地域生活支援センターかむかむケアプランセンター 小松里町２１１４－１小松ビル２F 072-441-7639
やぐらケアプランセンター 小松里町２１２３ 072-493-2222
白ゆりケアプランセンター 小松里町２１９７番地 072-443-0025
ケアプラン・ニッケ岸和田 額原町１０１２番地 072-493-3678
やまびこ介護支援センター 下松町９２１番地の１ 072-428-3308
南大阪介護サービス 下松町９１６－４　サンシャイン道野２２０号 072-493-2424
ケアプランセンターわたなべ 葛城町９５番１６ 072-420-1221
医療法人大植会居宅介護支援事業所ケアプランセ
ンターホワイト

土生町二丁目３３番１号 072-422-9966

介護センターそうせい東岸和田 土生町４０８０　Ｍフラットビル４０１ 072-430-5055

ケアプランセンター・さわやかフレンド 土生町二丁目８番４５号 072-429-3239

ケアプランセンター　ホワイト　東岸和田 土生町二丁目３２番５号トーク岸和田オーナー
ビル

072-422-3319

オレンジコープ東岸和田
土生町四丁目３番１号　マスターズマンション東
岸和田駅前１階

072-428-0061

あいあい泉ケアプランセンター 作才町一丁目１番２４号　２－Ａ 072-433-1145
エイトケアプランサービス 上松町４番地５ 072-428-0885
ケアプランセンターつじい 上松町４５７番地１ 072-426-8808
有限会社へルパーステーション・ハート 上松町２８０番地４ 072-420-5785
おひさま介護支援事業所 上松町６４１番地の１２ 072-426-3088
ケアプランセンターわらかど 上松町３０９０番地リードビル２階Ｃ号室 072-430-4166
ケアプランセンター幸福荘 神須屋町４１０番地の３ 072-427-8618
社会医療法人慈薫会河崎病院ケアプランセンター大
阪緑ヶ丘

神須屋町６６２番地の２ 072-428-0781

ケアプラン門前 真上町３４０番地の２ 072-426-2235
のばな 土生滝町６０２番地 072-420-6888
居宅介護支援事業所ひかり 土生滝町５３０番地 072-426-5599
ケアプランスマイル介護サービス 土生滝町４４２番地の２ 072-426-4420

介護予防支援（地域包括支援センター）

事業所名称 所在地 電話番号
岸和田市地域包括支援センターいなば荘牛滝の谷 稲葉町１０６６番地 072-479-1212
岸和田市地域包括支援センターいなば荘北部 磯上町二丁目７番４号 072-447-4178
岸和田市地域包括支援センター社協 別所町三丁目１２番１号 072-439-0361
岸和田市地域包括支援センター社協久米田 下池田町三丁目７番３０号 072-445-6616
岸和田市地域包括支援センター萬寿園葛城の谷 土生町二丁目３０番１２号 072-430-5800
岸和田市地域包括支援センター萬寿園中部 尾生町８０８番地 072-445-7789



訪問介護

事業所名称 所在地 電話番号 介護/予防
ニチイケアセンター岸和田 磯上町二丁目１番１８号 072-430-6747 ○

エタニティサポート岸和田
磯上町三丁目２１番３号マンションケレス４
０３号室

072-431-8555 ○

ケアネット徳洲会訪問介護岸和田 磯上町四丁目２２番４０号 072-436-0550 ○
介護事業所いずみ磯上 磯上町五丁目６番５号 072-439-1389 ○
ＮＰＯ・訪問あおぞら 磯上町五丁目１９番１４号 072-432-2727 ○
ワタミ介護ステーション岸和田 中井町二丁目１２番４号 072-441-2711 ○
訪問介護サービスグリーン 荒木町一丁目８番３号 072-440-1111 ○
そよかぜ居宅サービス支援センター 荒木町一丁目１４番３７号 072-448-5511 ○
阪南医療生協ヘルパーステーション「歩み」 荒木町二丁目２番１８号 072-441-2808 ○
訪問介護事業所・ふれあい泉 春木旭町５番１８号 072-440-2752 ○
岡本介護センター春木 春木若松町４－８ 072-437-3561 ○

ケアステーション・ゆい 春木若松町１３番２７号山忠ビル２階Ｂ室 072-438-3711 ○

訪問介護支援センターしーど
春木若松町１９番２２号タケダハウジングビ
ル２０３号

072-493-8393 ○

居宅介護事業所彩 新港町１６番地の４ 072-439-3329 ○
特定非営利活動法人ドゥー 松風町１９番６号 072-430-6510 ○
あいわ園訪問介護サービス 下野町一丁目４番１４号 072-433-3819 ○
ヘルパーステーション凛花苑 下野町一丁目１１番２３号 072-427-8088 ○
グリースマイル 加守町二丁目６番２号 072-422-5260 ○

美空ケアサービス
加守町二丁目７番３０号　ハートハイツおお
ぎり１階店舗

072-431-3223 ○

みよし介護サービス 加守町四丁目３０－１ 072-445-4102 ○
デイジー介護サービス 宮前町８番１７号 072-493-8301 ○
訪問介護サービス・華 西之内町２番１３号 072-436-2217 ○
有限会社マエダケアサ－ビス 別所町一丁目２０番２７号 072-430-1285 ○
岸和田ホームヘルプステーション・フジイ 藤井町二丁目１３番１３号 072-436-5100 ○

ケアサポートホームタウン 藤井町一丁目９番７号　トレード大宮Ｃ号 072-457-7855 ○

ＮＰＯ中央ケアステーション 藤井町二丁目５番３４号 072-430-2200 ○

さくらそう岸和田
上野町東２１番１０号（株）日新商事ビル２
階

072-423-0480 ○

さくら・介護ステーション岸和田 上野町東８番１６号　大宮ビル１階 072-449-5390 ○

オハナ介護サービス 上野町東２番２０号　グランドハイツ１０１号 072-437-0879 ○

株式会社ＴＤＦ訪問介護事業所ＣＯＣＯＬＯ 八阪町３丁目５番２号 072-437-1321 ○

愛さんさんケアステーション 八幡町９番４１号美乃里ハイツ２０３号室 072-447-8838 ○

ヘルパーステーション愛１０１ 沼町２１番８号　エクセルビル２０１号 072-430-6101 ○
ヘルパーステーション虹の郷 沼町１８番１６号 072-488-7520 ○
介護支援センターみやこ岸和田 宮本町１７番２０号 072-433-9000 ○
ヘルパーステーション・リブラン 宮本町１７番１１号 072-439-4366 ○
ヘルパーステーションＳＡＰ 宮本町４０番１２号 072-432-3819 ○
いずみの森介護支援センター 五軒屋町１９番１９号 072-436-1165 ○
匠ヘルパーステーション 南町３９番６号　ハイツ新和１０２号 072-431-0988 ○
ヘルパーステーションポポロ 堺町１－３８大起ビル４F 072-433-1828 ○

訪問介護ステーションヘリオス
堺町２番１２号　プレステージフジ岸和田３０
３号室

072-438-8787 ○

合同会社ハンズ介護サービス 野田町二丁目１番１５号 072-422-5670 ○

訪問介護カインド 野田町三丁目６番３０号新川第７ビル３階３
２２号

072-430-0808 ○

アスモ介護サービス岸和田 南上町一丁目３１番２８号 072-436-5780 ○
在宅訪問介護 まんじゅ岸和田 南上町一丁目４８番５号 072-422-4466 ○
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訪問介護サービス事業所・株式会社アルサ
ス

南上町一丁目３４番１９号 072-430-3063 ○

コリオン訪問介護ステーション 南上町一丁目４１番１３号 072-430-3336 ○
介護ステーション花水木 南上町二丁目２４番１３号 072-422-0700 ○
ファストケアサービス岸和田 南上町二丁目２２番１３号 072-431-2211 ○
ヘルパーステーションいなば荘 稲葉町１０６６番地 072-479-1515 ○
社会福祉法人正豊会千亀利荘 積川町３５８番地 072-479-1885 ○
グッドファミリー 積川町１１４９番地の１ 072-479-2665 ○

さくらの苑訪問介護ステーション 内畑町５４１番地　石谷マンション１０２号 072-479-2022 ○

エンゼルランプヘルパーステーション 内畑町３１０番地 072-493-6088 ○
フジミヘルパーステーション 内畑町１３４６番地 072-479-0333 ○
さくらケアセンター岸和田 箕土路町二丁目７番２４号 072-444-6680 ○
ハッピーケアセンター 箕土路町二丁目１３番３０号 072-445-4070 ○
ヘルパーステーションいこいの森 箕土路町二丁目２０番７号 072-440-0081 ○
訪問介護サービス・和 箕土路町二丁目９番９号 072-445-1149 ○
介護センターけやきの杜 東大路町３番地　ハイツブルネン１０５号 072-448-6850 ○
訪問介護オレンジ 今木町１４９番地の１５　３階 072-441-1600 ○
岡本介護センター岸和田 田治米町４１５番地の９ 072-443-6118 ○
有限会社ゆうケアステーション 田治米町５７６番地の１ 072-445-8165 ○

医療法人徳洲会介護老人保健施設岸和田
徳洲苑介護センター

三田町１４２番地 072-441-5501 ○

あゆみ訪問介護ステーション 下池田町一丁目９番２１号 072-448-6118 ○

ヘルパーステーションゆい
大町三丁目１２番１２号サンパレス２１久米
田５０１号室

072-444-3366 ○

医療法人大植医院芙蓉メディカルサポート 大町３６７番地 072-443-7075 ○
ヘルパー生活支援センター・ひまわり 大町４４８番地の５ 072-445-8341 ○
スキルジャパンケア 大町４７５番地１９久米田ＳＣ２０５号 072-443-5550 ○
訪問介護サービスセンター・サン 池尻町９５番地の１９ 072-440-5055 ○
特定非営利活動法人バナナ岸和田 池尻町３８４番地の３ 072-444-3100 ○
ヘルパーステーションゆうゆうハウス 池尻町６８０番地の１２ 072-479-1779 ○
さくらケアセンター久米田 池尻町９３番地の１ 072-468-7830 ○
すいめい介護支援センター 岡山町１８９番地の２ 072-448-7833 ○
特別養護老人ホーム萬寿園 尾生町８０８番地 072-445-0749 ○
ぶるーむ 尾生町五丁目２番６０号 072-440-0333 ○
ＯＫハウス小松里 小松里町２０６４　ＭＫビル１０２号 072-441-7752 ○
岸和田ケアセンター希望 小松里町１１１７番地 072-479-6111 ○
ヘルパーステーションいつき 小松里町１４２番地の２ 072-445-8925 ○
白ゆり訪問介護ステーション 小松里町２１９７番地 072-443-0025 ○

コープアイヘルパーステーションきしわだ訪
問介護事業所

小松里町９０７番地　松村ビル２階 072-448-5688 ○

愛の家介護サービス 小松里町８５６の１シャトー太陽Ⅱ１０３号 072-425-8800 ○

エルケア株式会社エルケア岸和田ケアセン
ター

下松町８８５番１ 072-427-5333 ○

有限会社むくの木 下松町８７４番地の９ 072-428-8966 ○
やまびこ介護支援センター 下松町９２１番地の１ 072-428-3308 ○

ケアステーションおりひめ
下松町５０６０番地スーペリアレジデンスⅠ
４０１号

072-468-6206 ○

南大阪介護サービス 下松町９１６－４　サンシャイン道野２２０号 072-493-2424 ○

ニチイケアセンターはぶ 土生町二丁目３１番３４号 072-430-5920 ○
リーブル介護センター岸和田 土生町二丁目２９番１２号 072-437-4290 ○
介護センターそうせい東岸和田 土生町４０８０　Ｍフラットビル４０１ 072-430-5055 ○

フィット介護サービス 土生町二丁目３０番１２号　泉洋ビル３０６ 072-439-2007 ○
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あおいケアセンター
土生町二丁目３０番１２号　泉洋ビル２０２
号

072-433-7733 ○

ヘルパーステーション・さわやかフレンド 土生町二丁目８番４５号 072-429-3239 ○
株式会社　甲安サービス 土生町二丁目１８番１６－１０２号 072-432-8837 ○
ヘルパーステーションまる福 土生町二丁目３１番２２号 072-457-2098 ○

オレンジコープ東岸和田
土生町四丁目３番１号　マスターズマンショ
ン東岸和田駅前１階

072-428-0061 ○

岸和田ケアサービスひばり 作才町１１６５番地 072-429-5020 ●
あいあい介護ステーション 作才町一丁目１番２４号　２－Ａ 072-433-1145 ○

ケアセンター桜
作才町１１６２番地の１　ヒガシビル３階Ｃ号
室

072-437-6109 ○

エイトヘルパーサービス 上松町４番地５ 072-428-0885 ○

有限会社へルパーステーション・ハート 上松町２８０番地４ 072-420-5785 ○

おひさま訪問介護事業所 上松町６４１番地の１２ 072-424-9698 ○

ケアサービスわらかど 上松町３０９０番地リードビル２階Ｃ号室 072-430-4166 ○

ヘルパーステーション幸福荘 神須屋町４１０番地の３ 072-427-8618 ○

大阪緑ヶ丘ヘルパーステーション 神須屋町６６２番地の２ 072-428-0781 ○

のばな 土生滝町６０２番地 072-420-6888 ○

有限会社サン・エー訪問介護サービスひか
り

土生滝町５３０番地 072-426-5599 ○

スマイル介護サービス 土生滝町４４２番地の２ 072-426-4420 ○

有限会社クラーレ訪問介護ステーションさく
ら

阿間河滝町２１１１番地３ 072-428-8059 ○

訪問入浴介護

事業所名称 所在地 電話番号 介護/予防
あいわ園訪問入浴サービス 下野町一丁目４番１４号 072-433-3819 ○
エルケア岸和田入浴センター 大北町２－３ 072-436-2611 ○

リトルバード訪問入浴センター
下松町８０７番地の１　下松ビジネスセン
ター１０６号

072-420-5545 ○

アサヒサンクリーン在宅介護センター岸和田 土生町４１８７番地ＥＡＳＴ　ＢＯＵＲＮＥ　１階 072-437-6680 ○
のばな 土生滝町６０２番地 072-420-6888 ○

訪問リハビリテーション

事業所名称 所在地 電話番号 介護/予防
寺田萬寿病院 南上町一丁目４８番５号 072-422-4466 ○
医療法人大植会　葛城病院 真上町２５０番地 072-428-5141 ○
医療法人盈進会　盈進会病院 中井町一丁目１２番１号 072-443-0081 ○
医療法人阪南会　天の川病院 春木大国町８番４号 072-436-2233 ○
医療法人吉栄会　吉川病院 池尻町９８番地 072-445-3721 ○
医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院 加守町四丁目２７番1号 072-445-7753 ○
財団法人　岸和田農友協会春木病院 春木若松町８番３２号 072-422-1763 ○

訪問看護

事業所名称 所在地 電話番号 介護/予防
ふる～る訪問看護ステーション 磯上町四丁目２２番４０号 072-436-0550 ○

岸和田市医師会訪問看護ステーション
荒木町一丁目１番５１号　岸和田メディカル
センター内

072-440-2103 ○

ワタミ訪問看護ステーション岸和田 荒木町二丁目４９１番地　１０２号室 072-448-6711 ○

阪南医療生協訪問看護ステーション「ひまわ
り」

荒木町二丁目２番１８号 072-441-8910 ○

いちむじん訪問看護ステーション
加守町二丁目７番１３号アークビル３０１号
室

072-447-7117 ○
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訪問看護ステーションジョイント
野田町三丁目３番３１号　ＭＩＮＡＭＩビル２－
Ｄ

072-436-8011 ○

コリオン訪問看護ステーション 南上町一丁目４１番１３号 072-430-3335 ○

医療法人徳洲会岸和田徳洲苑訪問看護ス
テーションファミーユ

三田町１４２番地 072-441-5576 ○

訪問看護ステーション　ゼルコバ
下池田町一丁目４番１４号マンションミワ１
号館１１３号室

072-445-0658 ○

白ゆり訪問看護ステーション 小松里町２１９７番地 072-443-0025 ○
リーブル訪問看護ステーション 土生町二丁目２９番１２号 072-437-4290 ○

訪問看護ステーションかつらぎ
土生町二丁目３２番５号トーク岸和田オー
ナービル

072-422-3395 ○

訪問看護ステーション華 西之内町２番１３号 072-436-2217 ○

通所介護

事業所名称 所在地 電話番号 介護/予防
ニチイケアセンター岸和田 磯上町二丁目１番１８号 072-430-6747 ○
岸和田デイサービスセンター・ハルキ 磯上町三丁目３番１３号 072-430-3555 ○
デイサービスケアネット徳洲会岸和田 磯上町四丁目２２番４０号 072-436-0550 ○
デイサービスハートフル泉州 磯上町五丁目６番１号 072-430-6661 ○
ＮＰＯデイサービスよりあい倶楽部岸和田 磯上町一丁目１７番８号 072-436-0765 ○
ＮＰＯデイサービスあおぞら 磯上町五丁目１９番１４号 072-432-8222 ○
デイサービスはんなり 吉井町三丁目１６番１６号 072-443-5300 ○
レヴィータデイサービスセンター 中井町二丁目１２番４号 072-440-1811 ○
みらいケア喜多 中井町三丁目１９番２１号 072-441-8233 ○
デイサービス中井 中井町二丁目１１番１９号 072-445-2654 ○
デイサービスグリーン 荒木町一丁目８番３号 072-440-1111 ○

デイサービス纒
荒木町一丁目１３－３ライフパートⅢ１０１・
１０２号室

072-440-1310 ○

阪南医療生協デイサービス「ひまわり」 荒木町二丁目２番１８号 072-441-8881 ○
デイサービス春木 春木旭町１０番４号 072-445-7784 ○
デイサービスセンター春木笑福 春木若松町６番６号 072-457-5140 ○
デイサービスじーばーず 春木宮本町８番１６号 072-468-8980 ○
デイサービスいろは 春木本町９番１１号　サンローゼ春木１Ｆ 072-457-1284 ○
デイサービス　胡蝶 春木本町１５－２０ 072-437-4450 ○

社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会ふ
れあい朝陽デイサービスセンター

下野町五丁目３番１１号 072-432-1870 ○

デイサービスセンター凛花苑 下野町一丁目１１番２３号 072-437-7077 ○
グリースマイル 加守町二丁目６番２号 072-422-5260 ○
デイサービスセンター蔵 宮前町２４番５号 072-493-3516 ○
医療法人良秀会デイサービス藤の華 西之内町２番１３号 072-436-2217 ○
デイサービスセンター青い鳥 西之内町７番２１号 072-437-6358 ○
岸和田デイサービス・和み館 別所町三丁目２６番１０号 072-436-8123 ○

社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会や
すらぎ東光デイサービスセンター

別所町三丁目１２番１号 072-423-8866 ○

ヒューマンライフケア岸和田の湯 別所町一丁目１９番３２号 072-433-8077 ○
岸和田デイサービスセンター・フジイ 藤井町二丁目１３番１３号 072-436-5100 ○
中央デイサービス 藤井町二丁目５番３４号 072-430-2200 ○
株式会社TDFデイサービスセンター心 八阪町三丁目５番２号 072-437-1321 ○
そよかぜデイサービスセンター 八阪町三丁目１５番１３号 072-438-8701 ○
デイサービスＡＱＵＡ（アクア） 沼町２１番８号　エクセルビル３階 072-439-1155 ○
いずみの森クラブ 宮本町２番１４号 072-493-6595 ○
デイサービス遊友 堺町３番１６号 072-438-4170 ○
デイサービスセンターコリオン 南上町一丁目４１番１３号 072-430-3332 ○
デイサービスセンター　コリオン２号館 南上町一丁目４１番１４号 072-430-3332 ○
デイサービス　花水木　色彩 南上町二丁目２４番１３号 072-422-0040 ○
デイサービスセンターいなば荘 稲葉町１０６６番地 072-479-2755 ○
社会福祉法人正豊会千亀利荘 積川町３５８番地 072-479-1885 ○
デイサービスセンターみのり 河合町８７６番地の１ 072-421-3911 ○

●：介護サービス（要介護１～５）　★：介護予防サービス（要支援１・２）　○：介護及び介護予防サービス 4/6



デイサービスセンター美 西大路町３番地の１ 072-445-2920 ○
デイサービスひとやすみ 田治米町２９９番地の７ 072-488-7587 ○
デイサービスやまだいふれあいの家 田治米町４２５番地１ 072-445-7575 ○
デイサービス徒然 摩湯町７２６番地４ 072-477-6446 ○
デイサービスかわらや 三田町１０５６番地の１ 072-447-4161 ○
医療法人大植医院芙蓉メディカルサポート 大町３６７番地 072-443-7075 ○
阪南医療生協デイサービス「ひなた」 大町四丁目１番地１０号 072-441-3317 ○
アムールデイサービス岸和田 池尻町６８６番地の７ 072-441-4111 ○
デイサービス・サン 池尻町９５番地の１９ 072-444-5706 ○
元気でレッツゴー久米田池 岡山町５２７番地の２ 072-441-8176 ○
デイサービス　オレンジ 岡山町４５２番地の１ 072-445-2810 ○
チェリーくめだデイサービスセンター 岡山町８０番地の３ 072-444-5455 ○
特別養護老人ホーム萬寿園 尾生町８０８番地 072-445-0749 ○
ピープルデイサービスセンターきしわだ 尾生町２１３０番地４ 072-443-0493 ○
神於山園デイサービスセンター 尾生町３１９２番２ 072-427-1165 ○
デイサービスセンターゆめ工房 尾生町三丁目５番２号 072-448-7117 ○
美花リハビリ・デイサービス 尾生町六丁目６番２９号 072-448-7000 ○
デイサービス愛の家 尾生町六丁目９番１２号 072-443-5353 ○
のばなデイサービスセンター光明 尾生町四丁目５番１５号 072-444-8801 ○
ＯＫハウス 小松里町２０６５　コマツビル１０５号 072-493-2951 ●
ＯＫハウス友 小松里町２０６４　ＭＫビル１０１号 072-441-5455 ○
つじいリハビリ・デイサービス 小松里町１２３０番地 072-445-0847 ○
デイサービスセンターニッケ銀羊苑岸和田 額原町１０１２番地 072-445-7367 ○
ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ岸和田下松 下松町三丁目５－５２ 072-428-7350 ○
樹楽団らんの家東岸和田 葛城町１２５０番１１ 072-493-8210 ○
ニチイケアセンターはぶ 土生町二丁目３１番３４号 072-430-5920 ○
惠デイサービス岸和田 土生町二丁目１１番３３号 072-431-6003 ○
リーブルデイサービス岸和田 土生町二丁目２９番１２号 072-437-4307 ○
デイサービス　かつらぎ 土生町二丁目３２番地１８号 072-428-5269 ○
アルケルデイサービス 土生町３０９番地 072-427-5323 ○
ローズファミーユ 土生町１５０５番地の１ 072-493-3755 ○
介護サービスひばり 作才町１１４６番地 072-437-7530 ●
エイトデイサービス 上松町４番地５ 072-428-0885 ○
心音リハビリ・デイサービス 上松町４５７番地１ 072-493-1525 ○
デイサービスときわ 上松町１１５番地 072-439-7210 ○
デイステーション・ハート 上松町２８０番地４ 072-420-5785 ○
運動デイ・ハート 上松町２８２番地１ 072-425-7532 ○
デイサービス竹輪 上松町４１７番地１ 072-457-7368 ○
デイサービスセンター和み家 畑町三丁目１４番１１号 072-428-7530 ○
デイサービスセンター幸福荘 神須屋町４１０番地の３ 072-427-8618 ○
デイサービス門前 真上町３４０番地の２ 072-426-2235 ○
のばなデイサービスセンター 土生滝町６０２番地 072-420-6888 ○
通所介護サービスひかり 土生滝町５３０番地 072-426-5599 ○

通所リハビリテーション

事業所名称 所在地 電話番号 介護/予防
財団法人岸和田農友協会春木病院 岸和田市春木若松町８番３２号 072-422-1763 ○
デイケアセンター天の川 春木大国町８番４号 072-436-2233 ○
デイケアまんじゅ 南上町一丁目４８番５号 072-422-4466 ○
医療法人吉栄会吉川病院 池尻町９８番地 072-445-3721 ●
医療法人利田会久米田病院 尾生町六丁目１２番３１号 072-445-9921 ●
医療法人矢倉整形外科クリニック 小松里町２１３６番地 072-440-5503 ○
介護老人保健施設岸和田徳洲苑 三田町１４２番地 072-441-5501 ○
介護老人保健施設華 藤井町二丁目２２番２０号 072-431-8791 ○

社会医療法人慈薫会介護老人保健施設大
阪緑ヶ丘

流木町６６８番地の１ 072-428-0781 ○

医療法人聖志会渡辺病院 土生町７７番地 072-426-3456 ○

●：介護サービス（要介護１～５）　★：介護予防サービス（要支援１・２）　○：介護及び介護予防サービス 5/6



中嶋整形外科 岸和田市土生町２２７６－１ 072-428-1333 ○

短期入所生活介護

事業所名称 所在地 電話番号 介護/予防
岸和田北特別養護老人ホーム 磯上町三丁目３番１３号 072-430-3555 ○
岸和田特別養護老人ホーム 藤井町二丁目１３番１３号 072-436-5100 ○
ショートステーションいなば荘 稲葉町１０６６番地 072-479-1515 ○
特別養護老人ホーム千亀利荘 積川町３５８番地 072-479-1885 ○
特別養護老人ホーム萬寿園 尾生町８０８番地 072-445-0749 ○
特別養護老人ホーム神於山園 尾生町３１９２番２ 072-427-1165 ○
社会福祉法人和成会ひまわりの郷 小松里町９３８－２ 072-443-3334 ○

短期入所療養介護

事業所名称 所在地 電話番号 介護/予防
医療法人晋救館和田病院 三田町９４４番地１ 072-445-3232 ●
医療法人阪南会天の川病院 春木大国町８番４号 072-436-2233 ●
介護老人保健施設岸和田徳洲苑 三田町１４２番地 072-441-5501 ○
介護老人保健施設華 藤井町二丁目２２番２０号 072-431-8791 ○

社会医療法人慈薫会介護老人保健施設大
阪緑ヶ丘

流木町６６８番地の１ 072-428-0781 ○

寺田萬寿病院 南上町一丁目４８番５号 072-422-4466 ○

特定施設入居者生活介護

事業所名称 所在地 電話番号 介護/予防
介護付有料老人ホームわたなべ 土生町７８番地 072-426-3855 ●
岸和田軽費老人ホーム幸福荘 神須屋町４０９番地の１ 072-427-8618 ○

●：介護サービス（要介護１～５）　★：介護予防サービス（要支援１・２）　○：介護及び介護予防サービス 6/6



福祉用具貸与

事業所名称 所在地 電話番号 介護/予防
ばらの木 磯上町一丁目１５番１５号 072-433-2771 ○
アイル有限会社 春木旭町２番１号 072-445-8998 ○
福祉用具レンタル・華 西之内町２番１３号 072-436-2217 ○
有限会社マエダケアサ－ビス 別所町一丁目２０番２７号 072-430-1285 ○
中央レンタル 八阪町一丁目５番３７号 072-430-2200 ○
福祉用具ＳＡＰ 宮本町４０番１２号 072-432-3819 ○
ダスキンヘルスレント岸和田ステーション 大北町１番２４号 072-438-6500 ○
アイケアサービス 河合町８６４番地の１ 072-446-3311 ○
ワイズ・マネジメント 河合町８７５番地 072-204-3100 ○
ハッピーケアセンター 箕土路町二丁目１３番３０号 072-445-4070 ○
株式会社泉州ひまわり 田治米町１３０番地の９ 072-441-6696 ○
岡本介護センター岸和田 田治米町４１５番地の９ 072-443-6118 ○
ケアショップ　ハル　岸和田店 田治米町１３９番１ 072-445-4030 ○
あいあい介護ステーション 作才町一丁目１番２４号　２－Ａ 072-433-1145 ○
株式会社青い鳥 下池田町二丁目４番３９号 072-468-9955 ○
有限会社河畑厨房 下池田町三丁目２番２８号 072-445-2924 ○
ケア・サービスふくろう 大町９３番地の１ 072-445-7808 ○
株式会社大黒ヘルスケアサービス南大阪店 小松里町２５１７番地 072-448-5501 ○
福祉用具レンタル大崎 下松町三丁目４番１号　Ａ棟８号 072-493-2941 ○
有限会社シカタ 土生町九丁目１番２０号 072-427-5538 ○
有限会社かわはら 土生町九丁目２１番１５号 072-427-2038 ○
有限会社サンメディカル 上松町６１０番地の５４ 072-428-2904 ○

介護保険サービス事業者のご案内　　（平成26年5月1日現在指定事業者）

●：介護サービス（要介護１～５）　★：介護予防サービス（要支援１・２）　○：介護及び介護予防サービス



特定福祉用具販売

事業所名称 所在地 電話番号 介護/予防
ばらの木 磯上町一丁目１５番１５号 072-433-2771 ○
アイル有限会社 春木旭町２番１号 072-445-8998 ○
福祉用具レンタル・華 西之内町２番１３号 072-436-2217 ○
有限会社マエダケアサ－ビス 別所町一丁目２０番２７号 072-430-1285 ○
中央レンタル 八阪町一丁目５番３７号 072-430-2200 ○
福祉用具ＳＡＰ 宮本町４０番１２号 072-432-3819 ○
ダスキンヘルスレント岸和田ステーション 大北町１番２４号 072-438-6500 ○
株式会社上田設備工業所 積川町２８６番地の５ 072-479-1786 ○
アイケアサービス 河合町８６４番地の１ 072-446-3311 ○
ワイズ・マネジメント 河合町８７５番地 072-204-3100 ○
ハッピーケアセンター 箕土路町二丁目１３番３０号 072-445-4070 ○
株式会社泉州ひまわり 田治米町１３０番地の９ 072-441-6696 ○
岡本介護センター岸和田 田治米町４１５番地の９ 072-443-6118 ○
ケアショップ　ハル　岸和田店 田治米町１３９番１ 072-445-4030 ○
あいあい介護ステーション 作才町一丁目１番２４号　２－Ａ 072-433-1145 ○
有限会社河畑厨房 下池田町三丁目２番２８号 072-445-2924 ○
株式会社青い鳥 下池田町二丁目４番３９号 072-468-9955 ○
ケア・サービスふくろう 大町９３番地の１ 072-445-7808 ○
株式会社大黒ヘルスケアサービス南大阪店 小松里町２５１７番地 072-448-5501 ○
福祉用具レンタル大崎 下松町三丁目４番１号　Ａ棟８号 072-493-2941 ○
有限会社シカタ 土生町九丁目１番２０号 072-427-5538 ○
有限会社かわはら 土生町九丁目２１番１５号 072-427-2038 ○
有限会社サンメディカル 上松町６１０番地の５４ 072-428-2904 ○

●：介護サービス（要介護１～５）　★：介護予防サービス（要支援１・２）　○：介護及び介護予防サービス


