
登録名 所在地 電話番号
居宅介護支援事業所バディ-ズケア 昭和町5-4-28 06-4399-3060

第一生命保険株式会社あべの営業オフィス
阿倍野筋3-10-1
あべのベルタ3Ｆ

050-3782-5614

在宅支援グループゆうゆう会 阪南町5-4-17　1Ｆ 06-6115-7208
カインド介護センター 昭和町4-2-2 06-6626-5137
テルべケアセンター 阪南町5-19-24 06-6628-2525
特別養護老人ホーム阪和苑 松崎町2-3-10 06-6626-3731
全快堂薬局 王子町3-1-22 06-6622-3106
西中ケアプランセンター
阿倍野

阪南町1-57-8 06-4399-6200

生活ケアの「えーど」 阪南町1-15-15 06-6622-5445
ふれ愛丸山荘 丸山通1-2-8 06-6655-6611
阿倍野区北部包括支援センター 松崎町4-3-17 06-6777-1661
株式会社ICキャリア 阿倍野筋2-2-8-904 06-6629-2091
Ｊパレット南田辺 長池町4-10 06-6115-8813
居宅介護支援事業所ヴァンサンク　阿倍野 王子町2-16-8-101 06-6625-5611
合同会社ウェルネスオープンリビングラボ 旭町1-4-3 06-6633-8020
阿倍野区医師会訪問看護ステーション 阿倍野筋5-8-26 06-6624-5972
Ｙショップ　多賀 播磨町3-3-8 06-6608-4338
岡医院 阪南町3-41-5 06-6622-4821
医療法人 河島医院 昭和町2-1-24 06-6629-2110
はり灸介護ケアプラン 文の里4-1-3 06-6622-9920
しんとう整形外科・リウマチクリニック 阿倍野筋5-11-2 06-6659-3478
公益社団法人
大阪府鍼灸マッサージ師会

昭和町2-10-5 06-6624-3331

（医）青葉会 田中外科医院 阪南町5-24-20 06-6691-1064
まえさこ医院 阪南町1-51-7 06-6622-3272
医療法人吉田医院 阿倍野元町5-22 06-6622-4709
山中脳神経外科リハビリクリニック 天王寺町北3-11-4　　スギ薬局林寺店2F 06-6710-1515
たにメンタルクリニック 文の里2-11-25 6F 06-6655-0001
潮見クリニック 阪南町1-35-8 06-6627-3250
おおた皮ふ科 帝塚山1-6-27 06-6627-3311
西日本旅客鉄道株式会社
大阪鉄道病院

松崎町1-2-22 06-6628-2221

医療法人伊藤クリニック
腎・泌尿器科 伊藤クリニック 西田辺町1-21-13　サンパティーク西田辺2F 06-6606-2277

河島クリニック 三明町1-3-26 06-7503-9862
医療法人 杉本眼科 阪南町2-20-22 06-6624-1985
平成販売株式会社 北畠1-10-2 06-6695-1834
河田医院 天王寺町北2-4-20 06-6719-0381
医）仁生会 加藤クリニック ケアプランセンター 帝塚山1-23-14 06-6654-1181
かねこ整形外科 阪南町3-10-3 06-6657-6633
みとう薬局 昭和町2-6-24-101 06-6627-0013
相原第二病院 阿倍野筋3-12-10 06-6633-3661
医療法人　西口診療所 天王寺町北2-31-10 06-6719-2702
医療法人　山田医院 王子町2-12-14 06-6622-3166
なごみクリニック 昭和町2-18-24　　　　佃ビル2Ｆ 06-6180-6603
特別養護老人ホーム　いくとく 天王寺町北3-18-16 06-6713-1165
いくとくケアプランセンター 天王寺町北3-18-16 06-6713-1165
いくとく高齢者デイサービスセンター 天王寺町北3-18-16 06-6713-1165
みとう薬局　北畠店 北畠1-10-6　　　　　　北畠川邊ビル1Ｆ 06-6622-2477

医）二村耳鼻咽喉科ボイスクリニック
昭和町5-12-16
グレースコートシーダーバレーⅢ2Ｆ

06-6622-2687

社会福祉法人　育徳園
高齢者デイサービスセンター　いくとくⅡ

長池町18-20 06-4399-0120

中山自転車商会 王子町1-10-4 06-6622-3526
調剤薬局セントバーナード 文の里2-11-25 06-6621-3500
デイサービス昭和町 昭和町1-13-4 06-6621-3161
パワーリハ昭和町 昭和町2-3-1-101 06-6628-0655
株式会社コスモホームヘルプサービス西田辺事業
所

昭和町５-１-３０-３０２号 06-6625-5581

ヒューマンライフケアあべの 相生通2-14-30 06-6655-5121
株式会社シルバーサービスモリタあべの 北畠1-1-18 06-4399-7771
越川病院 昭和町4-9-1 06-6628-8501
介護老人保健施設　美富士苑 阪南町7-2-10 06-6605-1215
アミィ介護サービス　あべの居宅 阿倍野筋3-10-1-123-2 06-6537-7785
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桃ヶ池介護支援事務所 桃ヶ池町2-8-16 06-6626-5676
桃ヶ池デイサービス 桃ヶ池町2-8-16 06-6626-5670
蓮ヘルパーステーション 昭和町2-2-6 06-6629-1877
リハビリデイサービス　ウィリナ 阪南町６-４-２３-１F 06-6654-8527
特別養護老人ホーム　ミネルヴァあべの 昭和町3-4-27 06-6629-1110
医療法人　久保田医院 天王寺町北3-9-18 06-6719-3277
グループホームさくら北畠 播磨町1-19-9 06-6623-7200
グループホーム阿倍野 播磨町1-20-3　　　　　エクレールビル 06-6622-8510
阿倍野区中部地域包括支援センター 阪南町1-57-2　　　　　オルセ阿倍野１階 06-6629-8686
株式会社ＵＲコミュニティ大阪住まいセンター(ＵＲ
アーベイン天王寺団地）

天王寺町北3丁目１８
06-6968-4455
（音声案内5番）

株式会社ＵＲコミュニティ大阪住まいセンター(ＵＲサ
ンヴァリエ西田辺団地）

播磨町3丁目１
06-6968-4455
(音声案内5番）

株式会社ＵＲコミュニティ大阪住まいセンター(ＵＲサ
ンヴァリエあべの阪南団地）

王子町4丁目１
06-6968-4455
(音声案内5番）

桂　医院 阪南町2-13-5 06-6621-9100
五分利屋 旭町2-1-1-115 06-6641-9518
ハクジュプラザ　あべの店 阿倍野筋3-10-1ベルタ1Ｆ 06-4396-8910
Ｊサポート天王寺 天王寺町北1-4-15 06-6713-5171
Ｊサポート天王寺介護センター 天王寺町南1-1-10 06-6626-5533
大阪厚生信用金庫　阿倍野支店 阿倍野筋1-5-1　あべのルシアス102号 06-6632-7520
わたぼうしケアセンター阿倍野 阪南町２－２－２４－２０1 ０６－４３９９－４１８８
大阪市立阿倍野屋内プール 阿倍野筋３－１３－２３ ０６－６６３６－７２９０
介護老人保健施設やまき・あべの苑 阪南町１－４５－８ ０６－４３９９－８６００
南大阪ヤクルト販売(株)阿倍野センター 松崎町3-1-21 マンション巽102 06-6622-8961
南大阪ヤクルト販売(株)阪南センター 阪南町4-18-14 ジョイテル西田辺1Ｆ 06-6629-2965
明治安田生命阿倍野営業部 阿倍野筋1-5-1あべのルシアス11階 06-6632-8091
介護支援センターはなみずき 王子町3-8-3 06-6623-2057
ケアステーション青い鳥 松崎町2-10-22 コーシンビル２Ｆ 06-6622-2626
デイサービス笑楽　西田辺 北畠1-23-22 06-6627-0155
グループホーム笑楽 北畠 北畠1-23-2２ 06-6626-3232
日本郵便株式会社 阿倍野阪南郵便局 阪南町5-25-22 06-6695-2908
日本郵便株式会社 阿倍野旭町郵便局 旭町2-1-1-161 06-6645-5680
日本郵便株式会社 阿倍野保名郵便局 阿倍野元町4-22 06-6629-1621
日本郵便株式会社 あべのベルタ内郵便局 阿倍野筋3-10-１-100 06-6649-1023
日本郵便株式会社 阿倍野文ノ里郵便局 文の里2-17-9 06-6629-1631
日本郵便株式会社 阿倍野阪南東郵便局 阪南町3-2-10 06-6629-1625
日本郵便株式会社 大阪阿倍野筋郵便局 阿倍野筋5-3-23 06-6629-1629
日本郵便株式会社 阿倍野苗代田郵便局 阪南町1-12-31 06-6629-1628
日本郵便株式会社 阿倍野長池郵便局 長池町8-1 06-6629-1622
日本郵便株式会社 阿倍野相生郵便局 相生通2-15-13 06-6661-8308
日本郵便株式会社 阿倍野高松郵便局 天王寺町北1-10-9 06-6719-1100
日本郵便株式会社 阿倍野松崎郵便局 松崎町2-2-12 06-6629-1634
日本郵便株式会社阿倍野王子郵便局 王子町4-2-24 06-6629-1630
日本郵便株式会社阿倍野美章園郵便局 美章園3-2-11 06-6629-1623
ゆうちょ銀行阿倍野店 阪南町1-47-16 06-6623-2500
日本郵便株式会社阿倍野郵便局 阪南町1-47-16 0570-943-273
医療法人博寿会横田医院 昭和町1-19-28 06-6622-1700
NPO法人ウェルクラム 丸山通1-2-16-108 06-6616-7505
リハビリデイらくだ 阪南町1-23-41 06-6622-2288
あべの整骨院 阪南町1-53-11 06-6629-3939
竹原整骨院 阿倍野筋4-17-2 06-6624-3488
かない歯科医院 天王寺町北2-3-13 06-6713-2107
医療法人　吉村歯科医院 松虫通2-6-23 06-6661-4315
株式会社　曲田商店 松崎町3-6-18 06-6623-1551

ありがとうケアセンター
西田辺町1-21-13　　　サンパティーク西田辺
2F

06-6691-0411

特定非営利活動法人ディアーワン 王子町2-10-4 06-6628-8801
株式会社ハロー 文の里1-8-22 06-6627-5099
スギ訪問看護ステーション林寺 天王寺町北3-11-4　2階 06-6710-3785
スギケアプランセンター林寺 天王寺町北3-11-4 06-6719-0918
明治安田生命　阿倍野事業部 阿倍野筋１-５-１あべのルシアス１１Ｆ 06-6632-8091
スギケアプランセンター昭和町 阪南町1-50-16月岡ビル２ 06-6606-8661
カームの家　北畠 相生通1-10-21 06-6105-1590
居宅介護支援事業所　ふじ 阪南町6-12-8 06-7850-5738
㈱住装ライフケアサービス 長池町21-13 06-6628-5215
アイルケアプランセンター 文の里4-13-21 06-6626-2612
ケア21　阿倍野 昭和町1-8-26-201 06-6626-2055


