
平成30年度
緩和決定事業所（大阪府全体）
所管市町村 法人名 事業所名 事業所番号

大阪市 アライヴ株式会社 アライヴ株式会社 グループホームあいむ 2772001539

大阪市 医療法人松仁会 グループホーム雅の家 2771000862

大阪市 医療法人協和会 医療法人協和会 セントライフケアグループホーム 2799100140

大阪市 社会福祉法人森の宮福祉会 グループホームハミングベル緑橋 2791500057

大阪市 株式会社カームネスライフ グループホームここから加島 2779101803

大阪市 三友企業有限会社 アイケアホーム瓜破 2775802008

大阪市 社会福祉法人隆生福祉会 グループホームゆめ長居公園 2770801633

大阪市 有限会社なでしこ グループホームなでしこの家 2790800110

大阪市 株式会社ケア２１ グループホームたのしい家瑞光 2793000064

大阪市 株式会社ケア２１ グループホームたのしい家東淀川相川 2773001280

大阪市 社会福祉法人弘仁会 社会福祉法人弘仁会グループホームやすらぎ苑 2772200503

大阪市 社会福祉法人楠黄福祉会 ぐるーぷほーむ泰昌園 2770801344

大阪市 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティひらのケアセンターそよ風 2775801398

大阪市 株式会社ケア２１ ケア２１グループホームたのしい家平野 2775802198

大阪市 （株）カームネスライフ グループホームここから加島Ⅱ 2799100066

大阪市 社会福祉法人久栄会 グループホームみのり苑 2772201790

大阪市 桂ケアサービス株式会社 グループホーム文の里 2792300036

大阪市 桂ケアサービス株式会社 グループホーム阿倍野 2772301467

大阪市 桂ケアサービス株式会社 グループホームさくら北畠 2772300972

大阪市 社会福祉法人みなと寮 認知症対応型共同生活介護ときめき 2770400329

大阪市 有限会社家族の家 グループホーム花の里 2775802131

大阪市 社会福祉法人石井記念愛染園 グループホームあいぜん 2774300301

大阪市 株式会社小池介護サービス グループホーム天下茶屋 2773302159

大阪市 株式会社小池介護サービス グループホーム花園南 2793300084

大阪市 株式会社小池介護サービス グループホーム松通り 2773302167

大阪市 株式会社小池介護サービス グループホーム北加賀屋 2795900071

大阪市 医療法人港南会 医療法人港南会グループホーム住之江 2795900113

大阪市 医療法人港南会 医療法人港南会グループホーム三軒家 2792700060

大阪市 社会福祉法人太陽社会福祉事業協会 グループホームサンシャイン 2773001066

大阪市 生活協同組合ヘルスコープおおさか グループホームゆおびか 2771500705

大阪市 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ新大阪ケアコミュニティそよ風 2779101563

大阪市 株式会社クオレ グループホームクオレ歌島 2771000995

大阪市 株式会社メディ・エイド グループホームハウゼン 2773301623

大阪市 医療法人真芳会 いきいきグループホーム杉本 2792000115

大阪市 ウェルコンサル株式会社 グループホームウェル浪花 2791800036

大阪市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター生野巽認知症対応型共同生活介護 2792200053

大阪市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター鶴見今津 2799200031

大阪市 株式会社ニチイ学館 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターかわなべ 2795800073

大阪市 株式会社ニチイ学館 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター我孫子 2792000073

大阪市 株式会社ニチイ学館 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター天保山 2790400010

大阪市 株式会社ニチイ学館 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター大阪加島 2799100025

大阪市 株式会社ニチイ学館 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター長原 2795800099

大阪市 株式会社ニチイ学館 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター帝塚山 2792000065

大阪市 株式会社ケア２１ グループホームたのしい家東淀川菅原 2793000031

大阪市 アミコ株式会社 グループホームアミライフ・東住吉 2770801450

大阪市 大盛施設株式会社 ドゥマサコーヌ鶴ヶ丘グループホーム 2772301285

大阪市 株式会社エイトサービス グループホーム我孫子 2772001554

大阪市 特定医療法人清翠会 まきグループホーム 2773100827

大阪市 みとうメディカル株式会社 みとうグループホーム長居 2772001869

大阪市 なにわ保健生活協同組合 びろうじゅ高倉 2775201003

大阪市 有限会社さざなみ グループホームさざなみ松屋町 2799400045

大阪市 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ大阪城南ケアセンターそよ風 2799400011

大阪市 アミコ株式会社 グループホームいこいの守・東住吉 2770801203

大阪市 株式会社ライフパートナー グループホームアムール平野 2775801935

大阪市 社会福祉法人慈福会 グループホームめぐみ苑 2773300328

大阪市 株式会社カームネスライフ ここから新森公園 2793100054

大阪市 医療法人全人会 グループホームソシアス此花春日出 2772800526



大阪市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター城東諏訪 2794400016

大阪市 明日香シニアサービス株式会社 グループホーム明日香の里 2775802206

大阪市 なにわ保健生活協同組合 びろうじゅおおよど 2774101550

大阪市 有限会社さざなみ グループホームさざなみ鶴見 2799200049

大阪市 株式会社アイケア大阪 グループホームアイケア城東 2774401562

大阪市 株式会社ライフサポートジャパン ゆうとぴ庵大阪・淡路 2773000688

大阪市 株式会社ケア２１ たのしい家木川東 2799100108

大阪市 株式会社ケア２１ たのしい家淀川 2779101795

大阪市 株式会社シルバーエッジ みのりグループホーム平野 2795800115

大阪市 株式会社のどか グループホームのどか平野 2775802081

大阪市 株式会社のどか グループホームのどか長居 2790800128

大阪市 株式会社のどか グループホームのどか生野 2792200137

大阪市 社会福祉法人なみはや グループホームなごみ 2771501158

堺市 (福)宝生会 あいする久世グループホーム 2770105860

堺市
NPO堺市グループホームシステム研究機
構

グループホームアローラ 2770106991

堺市 （医）藤田好生会 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑいこいの家 2770104053

堺市 アミコ㈱ いこいの守・堺 2770106785

堺市 ㈱ｱｯﾌﾟﾜｰﾄﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑいちょうの家 2770105282

堺市 オムニクス㈱ いやしのグループホームええじゃないか 2770109094

堺市 （株）Ｗ うぃるグループホーム草部 2796300289

堺市 (福)貞省会 グループホームカロス 2770107544

堺市 ㈱クオレ グループホーム クオレ堺鳳 2770108575

堺市 ㈲ＳＵＮ グループホーム上野芝 2770108294

堺市 ㈲杜の里 グループホーム杜の里 2770109144

堺市 ｱﾝﾄﾞﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ㈱ グループホーム北花田 2770105464

堺市 (福)ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾗｲﾌ福祉会 グループホームクレーネ堺 2770104251

堺市 （株）誓歯会 グローブハウス 2796300313

堺市 ㈱カームネスライフ グループホームここから堺たんぽぽ村 2796500011

堺市 ㈱カームネスライフ グループホームここから百舌鳥西之町 2770109128

堺市 (株)フロンティアの介護 グループホーム さかいの憩 2796200083

堺市 （福）森の子ども グループホームソフィア 2796300156

堺市 ㈲たいよう たいよう 浅香山 2770108260

堺市 ㈱ツクイ ツクイ堺深阪グループホーム 2770109003

堺市 (福)そうび会 つるぎ荘・やしもグループホーム 2770108013

堺市 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンターおおとり 認知症対応型共同生活介護 2796300107

堺市 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンターなかもず 認知症対応型共同生活介護 2796500060

堺市 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター堺八田荘 認知症対応型共同生活介護 2796100077

堺市 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター堺緑ヶ丘 認知症対応型共同生活介護 2796000095

堺市 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター水賀池 2796100085

堺市 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター泉ヶ丘 認知症対応型共同生活介護 2796100069

堺市 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター津久野 認知症対応型共同生活介護 2796000079

堺市 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター北花田 2796500078

堺市 （福）野田福祉会 グループホームハーモニープラザ 2770108963

堺市 (福)野田福祉会 ハーモニー美木多 2770105175

堺市 (福)大阪福祉会 ﾊﾋﾟﾈｽ金岡ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 2770103758

堺市 (福)大阪福祉会 ハピネス陵南グループホーム 2770105738

堺市 ㈱世音 グループホーム ピジョン霞ヶ丘 2770107106

堺市 （福）天寿会 グループホームファミリーハウス美原 2770107320

堺市 （福）エージングライフ福祉会 グループホーム フローラ 2770108971

堺市 （社医）生長会  ﾍﾞﾙｱﾓｰﾙﾊｳｽ 2770103295

堺市 (福)おおとり福祉会 ほがらか草部グループホーム 2770106298

堺市 （福）おおとり福祉会 ほがらか福泉グループホーム 2770108468

堺市 （社医）ペガサス ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾎﾟﾆｰ 2770103428

堺市 （福）マーヤ マーヤの家 2770109052

堺市 シャローム㈱ やすらぎの介護シャローム大庭寺グループホームノア 2796400089

堺市 （医）一隅会 医療法人一隅会グループホーム美原 2770108583

堺市 （福）山甚会 グループホーム翁園 2770107882

堺市 （福）松寿会 グループホーム華の里 2796300206

堺市 ㈲ﾜｲｹｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ華表 2770104335



堺市 （株）ＪＡＷＡ 街かどケアホーム まなか 2796000111

堺市 ㈱ユニマット リタイアメント・コミュニティ堺ケアセンターそよ風 2770109078

堺市 (医)錦秀会 医療法人錦秀会グループホーム清泉 2770106918

堺市 (福)朋和会 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ年輪 2770102735

堺市 （福）美木多園 グループホーム美樹の園 2796400014

堺市 ㈲律照 グループホーム福田の郷 2770108005

堺市 (福)関西福祉会 陵東館秀光苑 2770103782

堺市 （株）いーくぉる グループホーム和の家 2770107411

豊中市 有限会社豊中オアシス グループホーム桜塚オアシス 2774001362

豊中市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター豊中服部 2794000212

豊中市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター山ノ上 2794000196

豊中市 株式会社楽 グループホームらく楽 2774002899

豊中市 有限会社アミティケアサービス グループホームアミティ3号館 2774003301

豊中市 社会福祉法人ウエル清光会 グループホーム輝豊苑 2794000345

豊中市 社会福祉法人 愊美会 グループホーム サラージュ豊中 2794000352

豊中市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター豊中少路認知症対応型共同生活介護 2794000204

池田市 社会福祉法人池田さつき会 グループホームポプラ神田 2792500015

池田市 有限会社池田介護サービス グループホームうらら 2772500902

池田市 特定非営利活動法人リライフ むつみ庵 2772500639

池田市 特定非営利活動法人縁二一 グループホームかなめ 2772500423

池田市 利楽心株式会社 グループホームあゆむ 2792500098

池田市 社会福祉法人池田さつき会 グループホームポプラ東山 2772501132

池田市 利楽心株式会社 グループホーム自由時館 2772500761

池田市 特定非営利活動法人アポロン介護事業団 グループホームアポロン池田 2772500720

池田市 有限会社中田介護事業所 グループホームよもぎ豊島南 2792500114

池田市 有限会社サン・ニシダ さんふらわぁ石橋 2792500106

吹田市 有限会社関西レヂデンス ヴィラコティ岸部 2771602139

吹田市 テルウェル西日本株式会社 ケアポート大阪西吹田センターグループホームやすらぎ 2771602311

吹田市 社会福祉法人和貴会 グループホームスローライフ千里 2791600071

吹田市 株式会社ケア２１ グループホームたのしい家南千里 2791600147

吹田市 株式会社カームネスライフ グループホームここから南千里 2791600154

吹田市 株式会社リープテック グループホームきさく苑吹田 2791600352

高槻市 社会福祉法人 ともしび福祉会 グループホームともしび 2770901193

高槻市 社会福祉法人 恭生会 グループホーム和朗園 2770901342

高槻市 社会福祉法人博乃会 エイペックスひろのグループホーム 2770902282

高槻市 特定非営利活動法人 つむぎの家 グループホーム柚木 2770901904

高槻市 特定非営利活動法人 つむぎの家 グループホームつむぎの家 2770902514

高槻市 株式会社 おだやか グループホームおだやか高槻松が丘 2770902555

高槻市 有限会社 スギタ サポートハウス城南 2770901870

枚方市 社会福祉法人みすず福祉会 しらかばグループホーム 2772403099

枚方市 株式会社おだやか グループホームおだやか村野 2772402307

枚方市 有限会社陽春 グループホーム陽春 2772402257

枚方市 有限会社つくし野 グループホームつくし野 2772401457

枚方市 有限会社マナ グループホーム「マナ」 2772401432

枚方市 有限会社なかよし グループホームなかよし 2772401788

枚方市 有限会社介護福祉協会 グループホームさち 2772403016

枚方市 社会福祉法人聖徳園 グループホーム敬愛 2772401010

枚方市 有限会社えがお 有限会社えがお 2772401168

枚方市 有限会社ひまわり グループホームひまわり 2772401770

枚方市 有限会社杉の里 グループホーム杉の里 2772403263

枚方市 有限会社杉山手 グループホーム杉山手 2772402554

枚方市 医療法人中屋覚志会 医療法人中屋覚志会グループホームくにみ坂 2772402588

枚方市 社会福祉法人まりも会 グループホーム樹の実 2772401895

枚方市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター藤阪認知症対応型共同生活介護 2792400117

枚方市 社会福祉法人松樹会 たんぽぽ藤阪 2772402539

枚方市 医療人みどり会 グループホームたんぽぽ 2772401028

枚方市 有限会社藤サービス グループホーム長尾 2772401325

枚方市 株式会社ウィズ・ケアサポート グループホームそぉれ 2772402703

枚方市 有限会社ハル グループホームはる 2772401952



枚方市 医療法人美盛会 医療法人美盛会グループホームくすのき 2772401291

枚方市 有限会社篠原 グループホームこみち 2772403164

枚方市 社会福祉法人美郷会 グループホーム美郷 2772402125

枚方市 社会医療法人美杉会 グループホーム美杉 2772401259

枚方市 社会福祉法人松樹会 たんぽぽ田口 2792400166

枚方市 有限会社オリエントメディス グループホームやまびこ 2772402331

枚方市 医療法人りんどう会 グループホーム青翠園 2772401515

茨木市 社会福祉法人慶徳会 グループホームふじい 2774200923

茨木市 株式会社美咲 グループホームみさき花園 2794200127

茨木市 株式会社カームネスライフ グループホームここからさくら苑南茨木 2794200200

茨木市 社会福祉法人親和会 グループホーム末広 2774201798

八尾市 医療法人幸晴会 医療法人幸晴会第二こうせい苑グループホーム 2775502525

八尾市 医療生協かわち野生活協同組合 グループホームよおぎ 2775502814

八尾市 医療法人幸晴会 医療法人幸晴会こうせい苑グループホーム 2775502194

八尾市 特定非営利活動法人すみれ グループホームすみれ八尾 2775502335

八尾市 株式会社エートス グループホームここから陽光園 2775502798

八尾市 社会福祉法人長寿会 グループホームいずみ 2775501998

八尾市 社会福祉法人高安福祉会 グループホームしぎのさと 2775502442

八尾市 社会福祉法人ほのぼの会 グループホーム桜ヶ丘 2775502418

八尾市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター八尾萱振認知症対応型共同生活介護 2795500129

八尾市 社会福祉法人寿昌会 ケアホーム山本苑 2775501824

八尾市 有限会社ＦＫＫサービス グループホームうれし家・たのし家 2775502004

八尾市 社会福祉法人寿光会 グループホーム寿光園 2775500834

八尾市 医療法人貴島会 グループホームノーブル 2775501071

八尾市 医療法人阪本医院 グループホーム悠久 2775502533

八尾市 社会福祉法人登守会 グループホーム穴太のせせらぎ 2775502699

寝屋川市 株式会社ユニマットリタイアメントコミュニティ寝屋川ケアセンターそよ風 2770301840

寝屋川市 フラシュ日乃出産業株式会社 グループホーム日乃出 2770300867

寝屋川市 社会福祉法人いわき会 グループホーム錦の里 2790300095

寝屋川市 株式会社カームネスライフ グループホームここから木田元宮 2790300079

寝屋川市 株式会社カームネスライフ グループホームここから高宮 2770302038

寝屋川市 医療法人協仁会 グループホームなごやか 2770300917

寝屋川市 医療法人協仁会 グループホーム第２なごやか 2770302186

松原市 株式会社ラポール グループホーム和み庵 2774800383

松原市 社会医療法人垣谷会 グループホーム田井城の里 2774800581

大東市 医療法人 仁泉会 グループホーム花水木 2791900042

大東市 社会福祉法人 慶生会 北条グループホーム 2771900913

大東市 有限会社 ユニゾン グループホーム奏音 2771900632

箕面市 特定非営利活動法人あそびりクラブ あそびりクラブ西小路の家 2791400068

箕面市 医療法人神明会 グループホーム ラ・アケソニア 2771400914

箕面市 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 白島荘グループホーム「華の家」 2771400484

柏原市 有限会社 介護センターかがやき グループホームかがやき 2774600650

柏原市 医療法人 千輝会 グループホーム神田イン国分 2774600551

羽曳野市 株式会社フィールド グループホームこころあい 2773801085

羽曳野市 社会福祉法人ふくふく会 グループホームみやび 2773800970

羽曳野市 阪本織布株式会社 グループホームぶどうの家 2773801374

羽曳野市 特定非営利活動法人すみれ グループホームすみれ 2773800889

羽曳野市 医療法人昌円会 グループホーム華はびきの 2773801267

羽曳野市 医療法人祐青会 医療法人祐青会グループホームくすのき苑 2773801341

羽曳野市 医療法人健泉会 医療法人健泉会グループホーム西松庵 2773801291

摂津市 株式会社ライフサポートジャパン ゆうとぴ庵摂津千里丘 2773700469

摂津市 社会福祉法人成晃会 グループホーム摂津ひかりの家 2773700576

藤井寺市 社会福祉法人みささぎ会 グループホームつどうホール 2773400409

藤井寺市 有限会社 サポートハウス藤 サポートハウス藤 藤井寺 2773400276

藤井寺市 社会福祉法人慈恵園福祉会 グループホームステップ 2793400108

東大阪市 社会福祉法人美正福祉会 グループホームサニーハウス 2775004902

東大阪市 有限会社メディワールド グループホームそよかぜ 2775004993

東大阪市 社会福祉法人川福会 グループホーム布市真寿庵 2775003078

東大阪市 株式会社中和会 中和会グループホームときめき苑 2775002831



東大阪市 株式会社シンシア あいおいホーム 2795000153

東大阪市 株式会社孝生会 株式会社孝生会グループホームフォレスト 2795000070

東大阪市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター東大阪加納 2795000120

東大阪市 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター東大阪御厨 認知症対応型共同生活介護 2795000138

東大阪市 株式会社美咲 グループホームみさき西堤 2795000344

東大阪市 社会福祉法人仁風会 グループホーム「仁の郷」 2775004944

東大阪市 医療生協かわち野生活協同組合 医療生協かわち野生活協同組合 グループホームくすね 2795000088

東大阪市 有限会社コスモ グループホーム東大阪 2775003250

東大阪市 株式会社エルフ くつろぎの家エルフ・ひらおか 2795000179

東大阪市 有限会社さざなみ グループホームさざなみ 2775003151

東大阪市 社会福祉法人由寿会 グループホーム香寿庵 2775002542

東大阪市 社会福祉法人大和福寿会 グループホームオアシスきずり 2795000146

東大阪市 有限会社ノーマルライフ グループホームおてんとさん 2795000328

東大阪市 医療生協かわち野生活協同組合 グループホームかわち野 2775004647

交野市 有限会社 采建設工業 グループホーム希望 2773600313

交野市 有限会社  アキラ グループホームアキラ 2773600453

交野市 有限会社 アラキコーポレーション グループホームきさべ 2773600479

交野市 株式会社 おだやか星田 グループホームおだやか星田 2773600602

交野市 医療法人茂樹会 グループホーム茂樹の里 2793600038

豊能町 社会福祉法人 豊悠福祉会 グループホーム祥雲館 2794700068

富田林市 社会福祉法人 華芯会 ジェントレス宮 2774901165

富田林市 有限会社 イツキケアサービス ぐるーぷはうす なごみ 2774900530

富田林市 社会福祉法人 マーヤ グループホーム マーヤの家伏山 2794900031

富田林市 株式会社 ヘルスケアシステム グループホーム富田林 2794900056

河内長野市 社会福祉法人博光福祉会 寿里苑フェリスグループホーム 2770700678

河内長野市 有限会社すずらん グループホームらん 2770701023

河内長野市 有限会社すずらん グループホーム花すいせん 2770700801

河内長野市 有限会社老蘇さん グループホーム老蘇さん 2770700876

河内長野市 社会福祉法人ラポール会 くみのき苑グループホーム千寿 2770701049

大阪狭山市 医療法人 六三会 グループホームさやまの里 2779300348

大阪狭山市 社会福祉法人 ラポール会 くみのき苑グループホーム 2779300355

太子町 社会福祉法人 長生会 グループホーム美野の里 2773500604

千早赤坂村 有限会社ケアプラザ ケアプラザなずなの里 2773500380

岸和田市 医療法人 利田会 グループホーム やすらぎ 2771101355

岸和田市 株式会社 ライフパートナー グループホーム アムール岸和田 2791100148

岸和田市 社会医療法人 慈薫会 グループホーム 大阪緑ヶ丘 2771100894

岸和田市 社会福祉法人 髙陽会 グループホーム 凪の里 2791100064

岸和田市 医療法人 徳洲会 グループホーム 三田 2771100902

貝塚市 社会医療法人 慈薫会 社会医療法人 慈薫会 グループホーム「ひまわり」河崎 2771300288

貝塚市 医療法人 桐葉会 認知症老人グループホーム コスモスガーデン 2771300346

貝塚市 社会福祉法人 白惠会 グループホーム惠の家 2791300102

和泉市 社会福祉法人高陽会 グループホームのぞみ野 2790500033

和泉市 社会福祉法人和泉福祉会 ひかりの園グループホーム 2770500698

高石市 社会福祉法人 福昭会 グループホームクレール 2775300623

高石市 株式会社ライフパートナー グループホームアムール髙石 2775300524

高石市 医療法人 博我会 医療法人 博我会 グループホーム髙石 2775300532

忠岡町 株式会社ライフパートナー グループホーム アムール忠岡 2775400266

泉佐野市 社会福祉法人泉ヶ丘福祉会 泉ヶ丘園グループホーム 2774500447

泉佐野市 医療法人栄公会 グループホーム栄公 2774500504

泉佐野市 社会福祉法人水平会 認知症高齢者グループホームホライズン 2774500686

泉佐野市 株式会社泉州 グループホーム泉州 2774500827

泉佐野市 社会福祉法人アムリタ グループホームアムリタ 2774500835

泉佐野市 特定非営利活動法人たんぽぽの会 グループホームやすらぎのさと 2794500054

泉佐野市 有限会社エフ・エフ産業 グループホーム桂苑 2774500991

泉佐野市 もみの木有限会社 もみの木のいえ 2774501155

泉南市 有限会社五和会 グループホーム平和苑 2775600675

泉南市 社会福祉法人長寿会 グループホーム六尾の郷 2775600287

泉南市 株式会社りんくうライフサポート グループホームゆうゆう 2775600659

泉南市 株式会社紀泉商事 グループホーム虹 2775600584



泉南市 有限会社エフ・エフ産業 グループホームさくら荘 2775600519

阪南市 社会福祉法人ブロードハーモニィー グループホームふれ愛四季の郷 2799500067

阪南市 社会福祉法人野のはな グループホーム野のはな 2779500475

熊取町 社会福祉法人永楽福祉会 グループホーム永楽 2771200330

熊取町 株式会社エイトサービス グループホーム熊取 2771200314

田尻町 株式会社 宏和 グループホーム 春日苑田尻 2791200088

くすのき広域連合 有限会社 北栄産業 グループホームはるか 2773200734

くすのき広域連合 有限会社 リアル・ケアサービス グループホームこころ 2773201187

くすのき広域連合 株式会社 カームネスライフ グループホームここから大枝公園 2793200011

くすのき広域連合 株式会社 エフ・エム・シー介護サービスＦＭＣグループホーム一番町 2792600070

くすのき広域連合 けいはん医療生活協同組合 けいはん医療生活協同組合 グループホームきんだ 2773201484

くすのき広域連合 社会福祉法人 三養福祉会 サンホーム桑才 2772600587


