
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

春木クリニック介護支援センター 春木若松町８番３２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 072-437-7077
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
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
業所

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２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 072-437-1081
あいわ園ケアプランセンター岸和田 岸野町５－１２ 072-423-6220
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
すいめい介護支援センター 三田町９３番地の２ 072-448-7833
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

白ゆりケアプランセンター 下池田町二丁目２－１３ 072-443-0025
阪南医療生協介護ネットワーク「ひまわり」 大町四丁目１番地１０号 072-441-1664
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
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
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


