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療養介護

事業所名称 郵便番号 所在地 ＴＥＬ サービス種類

大阪整肢学院 531-0071 大阪市北区中津二丁目２番２２号 06-6371-5945 療養介護

大阪赤十字病院附属大手前整肢学園肢
体不自由児療養介護

543-8555 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号 06-6775-1900 療養介護

大阪赤十字病院附属大手前整肢学園重
症心身障害児療養介護

543-8555 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号 06-6775-1900 療養介護

大阪発達総合療育センターフェニック
ス

546-0035
大阪市東住吉区山坂五丁目１１番２１号
３・４階

06-6699-8731 療養介護

独立行政法人国立病院機構大阪刀根山
医療センター

560-0045 豊中市刀根山五丁目１番１号 06-6853-2001 療養介護

枚方総合発達医療センター 573-0122 枚方市津田東町二丁目１番１号 072-858-0373 療養介護

すくよか 584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-34-2201 療養介護

四天王寺和らぎ苑 584-0082 富田林市向陽台１－３－２１ 0721-29-0836 療養介護
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 072-275-8510 療養介護

生活介護

事業所名称 郵便番号 所在地 ＴＥＬ サービス種類

生活介護事業所ぜんかい屋 530-0035
大阪市北区同心二丁目６番１３号　エミ
ネントヤナセ１０１

06-6242-1119 生活介護

生活介護　ろじ～な 530-0041
大阪市北区天神橋三丁目４番１１号　大
金ビル２階

06-4309-6982 生活介護

中津学園 531-0071 大阪市北区中津二丁目５番４号 06-6371-3000 生活介護

たけのこ 531-0073
大阪市北区本庄西二丁目１７番２２号
カーサ永田１Ｆ

06-7502-4878 生活介護

おおよど 531-0076
大阪市北区大淀中四丁目７番１１号　シ
ンプルハートマンション１階

06-6454-8445 生活介護

ホップ 532-0001 大阪市淀川区十八条三丁目１番７号 06-6330-8840 生活介護

ｈａｎａ６５ 532-0001 大阪市淀川区十八条一丁目９番２２号 06-6868-9034 生活介護

花よデイサービス 532-0004
大阪市淀川区西宮原一丁目６番３６－１
０６号

06-4981-8307 生活介護

Ｏｖｅｒ　Ｔｈｅ　Ｒａｉｎｂｏ
ｗ

532-0011
大阪市淀川区西中島七丁目１３番１０号
日産設計ビル１階

06-6390-5315 生活介護

ミーサ 532-0012
大阪市淀川区木川東三丁目１番２３号
ＫＣ新大阪ビル４階

06-6829-7206 生活介護

だんけのそのポレポレクラブ 532-0013 大阪市淀川区木川西四丁目５番４０号 06-6885-7811 生活介護

海萌 532-0021 大阪市淀川区田川北一丁目７番９号 06-6304-3566 生活介護

ＰＡＬＥＴＴＥ 532-0021 大阪市淀川区田川北一丁目７番５号 06-6305-2555 生活介護

希望の園 532-0022 大阪市淀川区野中南二丁目１０番３５号 06-6301-5265 生活介護

ジョブサイトよど 532-0023 大阪市淀川区十三東二丁目4番2号 06-6838-7007 生活介護

むつみ 532-0031 大阪市淀川区加島一丁目６０番３６号 06-6308-7206 生活介護

加島希望の家 532-0031 大阪市淀川区加島一丁目４９番２１号 06-6390-5666 生活介護

アンダンテ加島 532-0031 大阪市淀川区加島一丁目３６番４６号 06-4806-6780 生活介護

にいたかの里 532-0033 大阪市淀川区新高四丁目１５番２８号 06-6392-2710 生活介護

ワーカウト東淀川 533-0001
大阪市東淀川区井高野二丁目５番８号
２Ｆ

06-4862-6731 生活介護

事業所一覧(日中活動・居住支援）

-　資55　-



フリーダム創生 533-0004 大阪市東淀川区小松四丁目３番２８号 06-6327-5805 生活介護

デイサービス・Ｒｉｎ 533-0013
大阪市東淀川区豊里二丁目１番　新豊里
団地４－１１３

06-6326-4441 生活介護

ワークセンター豊新 533-0014 大阪市東淀川区豊新二丁目７番３号 06-6990-8270 生活介護

あすわーく 533-0014 大阪市東淀川区豊新一丁目３番３号 06-6815-7166 生活介護

ウィリッシュ 533-0023
大阪市東淀川区東淡路二丁目１５番１０
号　ＦＪＳビル

06-6320-1581 生活介護

障害者支援施設エフォール 533-0023 大阪市東淀川区東淡路一丁目４番４９号 06-6325-3315 生活介護

障がい者センター　翔館 533-0031
大阪市東淀川区西淡路一丁目１３番２５
号

06-6321-3671 生活介護

西淡路希望の家 533-0031
大阪市東淀川区西淡路一丁目１３番２８
号

06-6323-4991 生活介護

ハニカム 533-0032 大阪市東淀川区淡路三丁目１３番３７号 06-6322-8206 生活介護

お気楽島 533-0032 大阪市東淀川区淡路四丁目２９番３号 06-6195-2906 生活介護

ケロケロワーク 533-0033
大阪市東淀川区東中島一丁目１３番４３
号　新大阪第一ダイヤモンドマンション
１階１０７号

06-6990-0860 生活介護

生活介護たんばや 534-0001
大阪市都島区毛馬町二丁目８番２６号
サンパティーク毛馬１０１号室

06-6924-2941 生活介護

社会福祉法人治栄会あかまつ園 534-0012 大阪市都島区御幸町二丁目１０番２３号 06-6929-5100 生活介護

生活介護　エース 534-0012
大阪市都島区御幸町一丁目５番２１号
アルファ都島ビル１Ｆ

06-6922-0001 生活介護

生活介護しるし 534-0021 大阪市都島区都島本通一丁目２１番３号 06-6180-3375 生活介護

デイサービスほっと。 534-0022
大阪市都島区都島中通三丁目１７番６号
グランドゥーエ５０２号

06-6929-1081 生活介護

生活介護　そらともり 534-0022
大阪市都島区都島中通三丁目１７番１８
号

06-7898-0023 生活介護

ＳＡＯＲＩ　ｈａｎｄｓ 534-0027 大阪市都島区中野町五丁目１３番４号 06-6921-7822 生活介護

作業所「あるくる」 534-0027
大阪市都島区中野町三丁目４番２１号
ベルエキップ・オグラン１階

06-6355-5500 生活介護

おれんじえん 534-0027
大阪市都島区中野町一丁目２番１２号
カーサー弥生１０１号

06-6924-5533 生活介護

あさひ希望の里 535-0001 大阪市旭区太子橋一丁目１６番２２号 06-6954-0971 生活介護

ワークセンター飛行船（みらいか
ん）

535-0002 大阪市旭区大宮一丁目１番３２号 06-6958-5868 生活介護

て・さらん 535-0004 大阪市旭区生江一丁目９番９号 06-6923-8401 生活介護

縁 535-0004 大阪市旭区生江三丁目２８番２７号 06-6167-5507 生活介護

手の花の家 535-0005 大阪市旭区赤川四丁目１番２８号 06-6926-3511 生活介護

生活介護アプリ 535-0011 大阪市旭区今市一丁目２番５号 06-6185-0002 生活介護

オールケア旭 535-0021 大阪市旭区清水四丁目３番１１号 06-6958-3939 生活介護

ケアライフ光の友 535-0022 大阪市旭区新森六丁目５番１２号 06-6953-7706 生活介護

オールケア旭ノア 535-0031 大阪市旭区高殿六丁目９番２３号 06-6167-7339 生活介護

フォーワーク 536-0001 大阪市城東区古市三丁目５番２号 06-6939-8998 生活介護

すみれ共同作業所 536-0001 大阪市城東区古市一丁目２１番３８号 06-6934-4607 生活介護

すみれ愛育館 536-0001 大阪市城東区古市一丁目１９番１５号 06-6931-3872 生活介護

夢たまご　城東古市 536-0001
大阪市城東区古市一丁目２２番２０号
髙井アークビル１階

06-6930-4530 生活介護

遊・湯クラブ 536-0001 大阪市城東区古市一丁目２２番６号 06-6936-1011 生活介護

いま福の家 536-0003 大阪市城東区今福南四丁目１５番３３号 06-6180-7399 生活介護

でいぽっぽ 536-0004 大阪市城東区今福西六丁目２番３３号 06-6180-2566 生活介護

庵 536-0005 大阪市城東区中央一丁目６番２３号 06-6935-0909 生活介護

わかまつ園 536-0006 大阪市城東区野江三丁目１０番２２号 06-6930-0300 生活介護

生活介護しどろもどろ 536-0008
大阪市城東区関目一丁目２１番２７号
１階

06-6935-8386 生活介護

みつき 536-0013 大阪市城東区鴫野東一丁目６番２５号 06-6968-9503 生活介護

げんげん 536-0013 大阪市城東区鴫野東三丁目１８番５号 06-6180-9670 生活介護

創奏 536-0013 大阪市城東区鴫野東三丁目３番１号 06-6923-8929 生活介護

サードプレイス・デイアクティビ
ティーセンター

536-0014 大阪市城東区鴫野西一丁目１８番５号 06-7182-6745 生活介護

スマイルゲート城東 536-0014 大阪市城東区鴫野西四丁目１番２４号 06-6964-5111 生活介護

ＮＰＯワークショップ’９９ 536-0016 大阪市城東区蒲生四丁目８番１４号 06-6180-1190 生活介護

ウィング 536-0023 大阪市城東区東中浜一丁目２番４号 06-6924-9975 生活介護

たんぽぽ・城東 536-0024 大阪市城東区中浜二丁目３番２号 06-6955-8674 生活介護

ぱすてるＰＯＰ 537-0001
大阪市東成区深江北二丁目４番４号　中
井ビル１階

06-6105-6305 生活介護

ハーモニー 537-0003 大阪市東成区神路三丁目２番２０号 06-6972-8061 生活介護

東成工房 537-0011
大阪市東成区東今里二丁目１番１９号
西善ビル１・２階

06-6976-7964 生活介護
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ふりーすぺーすＳＵＮ 537-0012 大阪市東成区大今里一丁目１０番２０号 06-6974-7703 生活介護

サラダぼーる 537-0014
大阪市東成区大今里西三丁目１７番１７
号　サンコート今里１０１号

06-4259-2507 生活介護

東成育成園 537-0014 大阪市東成区大今里西一丁目１番１５号 06-6981-0262 生活介護

生活介護　心話ｃｏｃｏｗａ 537-0014 大阪市東成区大今里西二丁目５番１７号 06-6224-4822 生活介護

支援センター中 537-0023 大阪市東成区玉津二丁目１１番２６号 06-6975-3380 生活介護

ライフステーション　サンシャイ
ン

537-0023 大阪市東成区玉津三丁目１１番６号 06-6977-2997 生活介護

Ｎｅｘｔデイサービス 537-0024
大阪市東成区東小橋二丁目１０番２６号
リバーライズ東小橋Ⅱ１階

06-6975-7557 生活介護

デイセンターＳＫＥＴＣＨ 537-0025
大阪市東成区中道三丁目１３番６号　メ
ゾネット相屋１Ｆ

06-6973-8866 生活介護

つるみの郷 538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目２番２２号 06-6913-0441 生活介護

ワークセンターつるみの郷 538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目２番２５号 06-6913-0461 生活介護

つるみ更生指導所 538-0033 大阪市鶴見区中茶屋一丁目８番１３号 06-6912-4110 生活介護

鶴見希望の会 538-0037 大阪市鶴見区焼野一丁目１２番６号 06-6915-0900 生活介護

らいふすぺーす　空木 538-0041 大阪市鶴見区今津北二丁目１０番９号 06-6968-5811 生活介護

日本ライトハウスきらきら 538-0042 大阪市鶴見区今津中二丁目４番３７号 06-6961-5521 生活介護

日本ライトハウスわくわく 538-0042 大阪市鶴見区今津中二丁目４番３７号 06-6961-5521 生活介護

ワークプラザウイルワンⅡ 538-0042
大阪市鶴見区今津中一丁目６番１２号
シャトー幸福１２３号

06-4258-8022 生活介護

もろぐち支援センター 538-0051 大阪市鶴見区諸口一丁目１番７４号 06-6911-3220 生活介護

あすなろ　まほろば 538-0052 大阪市鶴見区横堤一丁目６番４４号 06-6914-4904 生活介護

らいくあっぷ 538-0054 大阪市鶴見区緑三丁目５番２号 06-6913-1230 生活介護

まんぼう 540-0006
大阪市中央区法円坂一丁目１番３５号
大阪市教育会館４階

06-6943-6943 生活介護

なにわの宮 540-0006
大阪市中央区法円坂一丁目１番３５号
アネックスパル法円坂５階

06-6940-4187 生活介護

こはる苑 540-0013
大阪市中央区内久宝寺町二丁目７番３１
号

06-6762-8009 生活介護

サン・プロジェクト 540-0025
大阪市中央区徳井町一丁目２番９号　メ
ゾンサンパール　２階

06-6946-1261 生活介護

アップル上汐 542-0064
大阪市中央区上汐一丁目４番６号　冨士
ビル３０１・３０２号

06-6762-1238 生活介護

障害者支援施設知恩寮 543-0017 大阪市天王寺区城南寺町１番１０号 06-6761-1663 生活介護

法然寮 543-0017 大阪市天王寺区城南寺町１番１０号 06-6761-1663 生活介護

生活介護・あくてぃぶ 543-0052
大阪市天王寺区大道三丁目１番２６号
ヌーベルハイツ１Ｆ

06-4302-5242 生活介護

ブレイルＰ 543-0053
大阪市天王寺区北河堀町７番１６号　グ
ランカサ天王寺７０１１

06-6227-8925 生活介護

ｓｕｂａｃｏ 543-0071
大阪市天王寺区生玉町１１番２８号　生
玉井上ビル１階１００号

06-6777-3835 生活介護

障害者日中活動センターいけい
け・こいこい

544-0001 大阪市生野区新今里二丁目８番７号 06-6754-9322 生活介護

いわき生野学園 544-0002 大阪市生野区小路三丁目１９番１９号 06-6753-1121 生活介護

宅老所あおぞら 544-0002 大阪市生野区小路一丁目５番１６号 06-6751-2555 生活介護

コスモス 544-0003 大阪市生野区小路東二丁目６番１９号 06-6756-5199 生活介護

まんてん生野小路 544-0003
大阪市生野区小路東二丁目７番１７号
パークスクエア１０１号室

06-6754-5000 生活介護

たびだち共働作業所 544-0011 大阪市生野区田島一丁目１０番３０号 06-6758-6641 生活介護

社会福祉法人聖フランシスコ会生
野みんなの家

544-0011 大阪市生野区田島一丁目１６番１０号 06-6754-1121 生活介護

大阪ひかり作業所 544-0011 大阪市生野区田島五丁目１１番２６号 06-6758-3943 生活介護

デイサービス・サロンひとと樹 544-0011 大阪市生野区田島四丁目９番２４号 06-7891-2798 生活介護

デイサービスこころ家 544-0011 大阪市生野区田島四丁目１１番２号 06-6753-8341 生活介護

看護小規模多機能ホーム　なごみ
庵

544-0013 大阪市生野区巽中四丁目１番１号 06-6754-0025 生活介護

ちっぷり 544-0015 大阪市生野区巽南五丁目１８番７号 06-6796-4799 生活介護

生活介護ふぃーるぷらす 544-0015
大阪市生野区巽南五丁目１番６号　イン
フィルドハイツ１０３号室

06-6776-2614 生活介護

匠 544-0021 大阪市生野区勝山南一丁目１７‐１２ 06-6776-2410 生活介護

ひより家 544-0023 大阪市生野区林寺四丁目７番２４号 06-6714-4994 生活介護

プランコート林寺Ⅰ 544-0023 大阪市生野区林寺五丁目６番２９号 06-6776-2633 生活介護

生活介護　きずなの森 544-0023 大阪市生野区林寺二丁目１３番２１号 06-4306-5222 生活介護

ＨＡＲＵ　ＨＡＲＵ 544-0024 大阪市生野区生野西三丁目１２番１２号 06-6711-5661 生活介護

一会のデイ 544-0025 大阪市生野区生野東一丁目２番１９号 06-4305-7505 生活介護

アトリエ・ＩＫ 544-0031 大阪市生野区鶴橋二丁目１８番１１号 06-6711-2235 生活介護

指定障害者支援施設豊生園 544-0033 大阪市生野区勝山北四丁目１４番２８号 06-6716-1202 生活介護

株式会社とらの子ほーむ 544-0033 大阪市生野区勝山北四丁目１番２０号 06-6777-1210 生活介護

障碍者支援事業所野のはな 544-0033 大阪市生野区勝山北五丁目１番２６号 06-6718-1750 生活介護
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アシストデイサービスセンター 544-0033 大阪市生野区勝山北五丁目２１番１２号 06-6711-3636 生活介護

障がい福祉サポートネットＮｉｎ
ｅ勝山北

544-0033 大阪市生野区勝山北五丁目６番９号 06-6926-4902 生活介護

ゆめくらぶ 544-0034
大阪市生野区桃谷一丁目１３番１号　新
栄プロパティー桃谷２階

06-7891-8084 生活介護

わんさかわだち 544-0034 大阪市生野区桃谷一丁目４番１２号 06-6741-3877 生活介護

こさり（ウィールチェアー） 544-0034 大阪市生野区桃谷三丁目１０番７号 06-6717-0950 生活介護

ベリゼ 544-0034 大阪市生野区桃谷二丁目２１番１５号 06-6712-3210 生活介護

スリール 544-0034 大阪市生野区桃谷二丁目２１番１５号 06-6718-5181 生活介護

メリーペコラ 545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目６番１
１号　シンエイビルド２階

06-4301-0017 生活介護

ＴＲＵＥ　ＣＯＬＯＲＳ 545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目６番３
号

06-6714-6171 生活介護

障害者支援施設アテナ平和 545-0003 大阪市阿倍野区美章園三丁目７番２号 06-6629-2062 生活介護

障害者活動センター四天王寺さん
めい苑

545-0005 大阪市阿倍野区三明町一丁目２番２９号 06-6625-0471 生活介護

ワークスペース街（ライフスペー
ス街）

545-0011
大阪市阿倍野区昭和町一丁目５番２７号
フェニックス昭和町ビル２階

06-6622-2866 生活介護

あべのっ子 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町五丁目２番１０号 06-6655-1301 生活介護

すずらんケアファーム 545-0011
大阪市阿倍野区昭和町二丁目６番１号
ファイブ日光１階

06-6628-7000 生活介護

エイブリィ製作所 545-0014
大阪市阿倍野区西田辺町二丁目１０番８
号

06-6691-8100 生活介護

リカバリハウスいちご（リカバリ
ハウスいちごいちえ）

545-0021 大阪市阿倍野区阪南町六丁目１番１５号 06-6769-1517 生活介護

シルフ 545-0021
大阪市阿倍野区阪南町三丁目４３番１０
号

06-6626-6074 生活介護

ドレミ舎らっこ組 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町一丁目２４番８号 06-6628-7806 生活介護

みどり教室 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町二丁目23番11号 06-6622-3759 生活介護

富永生活介護事業所 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町六丁目１番２号 06-7507-2371 生活介護

生活介護事業所　メロディ 545-0023 大阪市阿倍野区王子町一丁目８番２１号 06-6627-5500 生活介護

みなっきーデイサービス 545-0032 大阪市阿倍野区晴明通９番５号 06-6606-8077 生活介護

アトリエコーナス 545-0041 大阪市阿倍野区共立通二丁目３番２２号 06-6659-9312 生活介護

生活介護フルフラール 545-0042
大阪市阿倍野区丸山通一丁目６番２３号
ウエスタンハイツ松虫２０１

06-6661-7333 生活介護

あべの作業所 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋四丁目１３番２
０号　ユートマンション１０２・１０３
号室

06-6624-6685 生活介護

今林の里 546-0001 大阪市東住吉区今林三丁目１番８７号 06-6791-1211 生活介護

ポンチセぴりか 546-0003 大阪市東住吉区今川四丁目１０番３号 06-6708-6566 生活介護

デイサービスつどい 546-0003 大阪市東住吉区今川五丁目８番２５号 06-6790-5878 生活介護

第２ぴりか作業所 546-0003 大阪市東住吉区今川四丁目１７番２３号 06-6708-6566 生活介護

生活介護　しおり 546-0003 大阪市東住吉区今川四丁目４番２２号 06-6796-7735 生活介護

花の彩 546-0003 大阪市東住吉区今川四丁目１８番３号 06-6796-7225 生活介護

私の家なでしこ 546-0012 大阪市東住吉区中野四丁目１５番２３号 06-6705-2200 生活介護

運動・入浴型生活介護ぽぷらの樹
東住吉

546-0013 大阪市東住吉区湯里六丁目１番９号 06-6708-0660 生活介護

ＣＬＡＮ東住吉 546-0021
大阪市東住吉区照ケ丘矢田三丁目７番１
号

06-6703-0075 生活介護

こんふぉーと 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田六丁目５番２７
号

06-6797-9916 生活介護

矢田たんぽぽ 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田九丁目１２番２
８号

06-6705-0505 生活介護

もくれん就労ｆｏｒｍマスタード 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田一丁目２４番２
５号

06-6706-8600 生活介護

Ｗｅｌｆａｒｅ　ｗｏｒｋｓｈｏ
ｐ　風

546-0022
大阪市東住吉区住道矢田四丁目１６番１
０号

06-6709-3525 生活介護

生活介護　Ｋａｋａｒａ（カカ
ラ）

546-0022
大阪市東住吉区住道矢田九丁目５番２９
号

06-6760-7711 生活介護

まめの木共同作業所 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田六丁目１７番１
９号　矢田ビル１Ｆ

06-4302-3220 生活介護

デイサービスりんごの木南店 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田一丁目１９番２
４号

06-6708-8808 生活介護

ＣＬＡＮ住道矢田 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田八丁目１１番２
７号

06-6777-1695 生活介護

もくれんホオノキＰｌｕｓハナキ
リン

546-0023 大阪市東住吉区矢田六丁目８番７号 06-6699-9532 生活介護

生活介護ライフサポート幸樹 546-0023 大阪市東住吉区矢田二丁目１３番１０号 06-7890-8415 生活介護

ＣＬＡＮ東住吉北館 546-0023 大阪市東住吉区矢田二丁目１１番４号 06-6105-0385 生活介護

ＴＫＧＳ　アエタ 546-0023
大阪市東住吉区矢田一丁目６番１６号
グレース長居公園１階

06-6654-8125 生活介護

リアン 546-0023 大阪市東住吉区矢田五丁目９番８号 06-7668-1101 生活介護

デイサービスセンターはなみずき 546-0023 大阪市東住吉区矢田五丁目７番３４号 06-6605-6797 生活介護

かふぇぐるっぽ弐番館 546-0023 大阪市東住吉区矢田二丁目２０番４号 06-4703-3184 生活介護
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ヴァンサンクの郷 546-0024
大阪市東住吉区公園南矢田三丁目１３番
２２号

06-6609-4510 生活介護

障害者活動センター赤おに 546-0031 大阪市東住吉区田辺五丁目６番１０号 06-6623-7300 生活介護

たんぽぽわたぼうし（東住吉たん
ぽぽ）

546-0031
大阪市東住吉区田辺六丁目１１番２５号
ドムール大倉１階

06-6623-5975 生活介護

障害者活動センター青おに 546-0031 大阪市東住吉区田辺五丁目５番２０号 06-4703-3742 生活介護

アトリエ　ペンライズ 546-0032 大阪市東住吉区東田辺三丁目１６番８号 06-7493-1337 生活介護

私の家なでしこ南田辺 546-0033 大阪市東住吉区南田辺五丁目７番１７号 06-6608-3939 生活介護

ユイ・ハート 546-0035 大阪市東住吉区山坂五丁目１６番２７号 06-6609-4888 生活介護

大阪発達総合療育センター　なで
しこ

546-0035
大阪市東住吉区山坂五丁目１１番２１号
５階

06-6699-8731 生活介護

ぷちわーく　ふるさわ 546-0035 大阪市東住吉区山坂三丁目６番１７号 06-6629-2638 生活介護

一丁目 546-0043 大阪市東住吉区駒川一丁目２１番５号 06-6777-7550 生活介護

い～るでぽとふ 546-0043 大阪市東住吉区駒川五丁目１番８号 06-6697-1704 生活介護

なでしこデイズ 546-0043 大阪市東住吉区駒川五丁目２２番２７号 06-6629-8535 生活介護

ラ・ビスタ文の里 546-0044 大阪市東住吉区北田辺一丁目３番７号 06-7164-0084 生活介護

りあらいず 547-0001
大阪市平野区加美北九丁目１番１８号
１Ｆ、２Ｆ

06-6777-2972 生活介護

ＣＬＡＮ平野 547-0003 大阪市平野区加美南二丁目６番３１号 06-4303-6211 生活介護

ＮＰО法人ピアエール加美作業所 547-0005 大阪市平野区加美西二丁目１１番１６号 06-6796-5851 生活介護

生活介護　羽ばたき 547-0011
大阪市平野区長吉出戸六丁目１３番３９
号

06-6708-3671 生活介護

生活介護笑花 547-0011
大阪市平野区長吉出戸六丁目１１番１３
号

06-4305-4470 生活介護

ハピネスノアノア 547-0012 大阪市平野区長吉六反三丁目１番３２号 06-6770-5628 生活介護

オレンジピース 547-0012 大阪市平野区長吉六反五丁目９番１１号 06-6709-8117 生活介護

生活介護あぃり～ 547-0012
大阪市平野区長吉六反三丁目６番３０号
サングレール１階

06-6777-3014 生活介護

生活介護事業フレンド 547-0013
大阪市平野区長吉長原東一丁目１番１２
号

06-6797-2360 生活介護

そらまめ作業所 547-0014 大阪市平野区長吉川辺一丁目１番１９号 06-6708-6339 生活介護

永寿の里若葉 547-0014
大阪市平野区長吉川辺三丁目２０番１４
号

06-6706-1700 生活介護

永寿の里彩羽 547-0014
大阪市平野区長吉川辺三丁目２０番１４
号

06-6700-0500 生活介護

あおぞら学園 547-0014 大阪市平野区長吉川辺二丁目３番５３号 06-6700-0565 生活介護

生活介護あい川辺 547-0014 大阪市平野区長吉川辺二丁目８番１４号 06-6707-8882 生活介護

生活介護かしの樹 547-0014 大阪市平野区長吉川辺三丁目１５番８号 06-6760-6112 生活介護

生活介護支援事業白ゆり 547-0015
大阪市平野区長吉長原西一丁目３番１９
号

06-6701-5021 生活介護

デイサービスセンターゆりのはな 547-0015 大阪市平野区長吉長原西四丁目６番３号 06-6769-0505 生活介護

ジョイネット 547-0016 大阪市平野区長吉長原二丁目１１番８号 06-6155-9901 生活介護

ジョイネット長吉第２ 547-0016 大阪市平野区長吉長原二丁目１１番６号 06-6760-6250 生活介護

ジョイネット長吉第３ 547-0016
大阪市平野区長吉長原二丁目１４番１５
号

06-6777-7116 生活介護

福祉の家　ジョワ 547-0022 大阪市平野区瓜破東八丁目７番１６号 06-7509-5606 生活介護

小規模多機能型ホームくらしさ瓜
破東

547-0022 大阪市平野区瓜破東八丁目１番１３号 06-4302-3434 生活介護

大和川園 547-0023 大阪市平野区瓜破南二丁目４番１２４号 06-6708-4573 生活介護

アトリエインカーブ 547-0023 大阪市平野区瓜破南一丁目１番１８号 06-6707-0165 生活介護

フレンドシップ 547-0024 大阪市平野区瓜破二丁目３番３２号 06-6799-6360 生活介護

かりん 547-0025
大阪市平野区瓜破西一丁目８番４５号
２Ｆ・３Ｆ

06-4302-3838 生活介護

ビハーラ２１あかんのんデイサー
ビス

547-0025
大阪市平野区瓜破西二丁目１５番３２号
ＮＰＯ法人ビハーラ２１あかんのん１階

06-6706-1500 生活介護

大阪市更生療育センター 547-0026 大阪市平野区喜連西六丁目２番５５号 06-6797-6681 生活介護

ケアラ 547-0031 大阪市平野区平野南二丁目７番２７号 06-6708-4976 生活介護

デイサービスにこにこ庵 547-0031 大阪市平野区平野南二丁目１番７号 06-6707-6000 生活介護

ひらの 547-0033
大阪市平野区平野西一丁目７番１０号
１Ｆ

06-6777-1567 生活介護

第二ひらの 547-0033 大阪市平野区平野西一丁目１０番１４号 06-6777-1567 生活介護

ソレイユ 547-0033
大阪市平野区平野西六丁目４番９－１０
１号

06-6718-4031 生活介護

オレンジエイト 547-0045
大阪市平野区平野上町二丁目１０番５号
レナジア平野上町２階

06-6795-0331 生活介護

生活支援センターぽっぷｕｐ 547-0046 大阪市平野区平野宮町一丁目４番１５号 06-6793-4355 生活介護

ワークセンターいまがわ 547-0048
大阪市平野区平野馬場一丁目１１番１１
号

06-6794-5678 生活介護

Ｈａｎｄｉｃａｐｐｅｄ　ｃｏｍ
ｍｕｎｉｔｙ　Ｃａｆｅ　ＭＩＬ
ＬＯ（第３ミロー）

550-0015
大阪市西区南堀江四丁目５番　西道頓堀
ハイツＢ棟１０５号

06-6643-9160 生活介護

和 550-0022 大阪市西区本田一丁目５‐１０ 06-6536-8970 生活介護
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生活介護西作業所 550-0025 大阪市西区九条南一丁目１１番２２号 06-6584-1614 生活介護

セフニアキッズ・ワーク 550-0026 大阪市西区安治川二丁目２番１３号 06-4395-5578 生活介護

Ｃｈｏｕｃｈｏｕ 550-0027
大阪市西区九条三丁目１５番１７号　ハ
イツ明光Ｂ－１１

06-6599-9244 生活介護

生活介護　大正共同作業所 551-0002
大阪市大正区三軒家東一丁目１４番２７
号　グランソシエ大正１階

06-6552-2574 生活介護

障害者支援施設北村園 551-0032 大阪市大正区北村三丁目５番１０号 06-6552-8070 生活介護

障害者支援施設ふくろうの杜 551-0032 大阪市大正区北村三丁目５番１２号 06-6552-2960 生活介護

障害福祉サービス事業ふくろうの
杜（生活介護）

551-0032 大阪市大正区北村三丁目５番１２号 06-6552-2960 生活介護

支援センターねぎぼうず 551-0032 大阪市大正区北村三丁目５番２５号 06-6147-3010 生活介護

ライフサイズ 551-0032 大阪市大正区北村二丁目１４番２６号 06-6556-6703 生活介護

港育成園 552-0001 大阪市港区波除六丁目４番５号 06-6584-9241 生活介護

マーガレット工房 552-0005 大阪市港区田中二丁目１１番１６号 06-6576-2284 生活介護

あいランドデイサービス 552-0012 大阪市港区市岡一丁目２８番１４号 06-7502-7790 生活介護

ゆうゆう美波途 552-0016 大阪市港区三先二丁目２番５号 06-6571-1119 生活介護

手と手とハウス 552-0016
大阪市港区三先二丁目１３番２４号　Ｍ
Ｔ不動産ビル１階

06-6576-1200 生活介護

あゆみ作業所 552-0021 大阪市港区築港三丁目１０番１８号 06-6572-0714 生活介護

あいらぶ工房 552-0023 大阪市港区港晴一丁目７番４号 06-4395-7588 生活介護

リハルーム 552-0023
大阪市港区港晴三丁目１番１号　フクモ
トパークビュー１０４号室

06-6574-1165 生活介護

福島育成園 553-0001 大阪市福島区海老江一丁目８番８号 06-6456-0560 生活介護

近畿福祉会　大阪海老江事業所 553-0001 大阪市福島区海老江六丁目１１番５号 06-6136-8061 生活介護

カラフル福島 553-0003 大阪市福島区福島七丁目１７番９号 06-6459-7242 生活介護

デーセンターモモの家 553-0006 大阪市福島区吉野四丁目２７番１０号 06-6465-9133 生活介護

ぽっぽっぽ 553-0006 大阪市福島区吉野五丁目５番１４号 06-6147-7603 生活介護

すずらんの園 553-0007 大阪市福島区大開一丁目１９番３２号 06-6461-4849 生活介護

デイサービスセンター千寿てらす 553-0007
大阪市福島区大開四丁目１番　ＵＲ大開
団地１１号棟１０５

06-6460-4165 生活介護

生活介護はばたく 554-0013 大阪市此花区梅香一丁目２６番３号 06-6463-2286 生活介護

あめでもくもりでも、はれたね 554-0014
大阪市此花区四貫島二丁目１８番１７号
舟原ビル１Ｆ

06-6461-5589 生活介護

生活介護コアの園 554-0022
大阪市此花区春日出中二丁目１８番１４
号　ＮＥＵビル４Ｆ

06-6464-0990 生活介護

ぶるうむ此花 554-0024 大阪市此花区島屋三丁目２番３２号 06-6468-7898 生活介護

生活介護げんきな郷 555-0001 大阪市西淀川区佃三丁目７番４３号 06-7505-3975 生活介護

ＣＬＡＮ西淀川 555-0011 大阪市西淀川区竹島五丁目１番７号 06-6477-5600 生活介護

いきいき 555-0013 大阪市西淀川区千舟二丁目１０番６号 06-6471-7729 生活介護

生活介護事業所ポプラ 555-0024 大阪市西淀川区野里一丁目３１番２３号 06-6471-8860 生活介護

第２西淀川発達支援センターたん
ぽぽ

555-0024 大阪市西淀川区野里三丁目６番２４号 06-6477-4939 生活介護

生活介護事業所よつば 555-0032 大阪市西淀川区大和田二丁目５番１１号 06-6476-0428 生活介護

障がい者生活介護　Ｓｍｉｌｅ
Ｏｎ

555-0032 大阪市西淀川区大和田五丁目５番９号 06-6476-7100 生活介護

風の子そだち園 555-0033 大阪市西淀川区姫島六丁目３番５号 06-6475-7325 生活介護

こだま 555-0033 大阪市西淀川区姫島五丁目１３番１２号 06-6475-6611 生活介護

やまびこ 555-0034 大阪市西淀川区福町二丁目１０番１６号 06-6476-7961 生活介護

ナンクルナイサァーあちや 555-0041 大阪市西淀川区中島一丁目１７番１３号 06-4862-7647 生活介護

ほっこり倶楽部 556-0012 大阪市浪速区敷津東三丁目６番１０号 06-4396-9189 生活介護

ピース 556-0014 大阪市浪速区大国一丁目１１番１号 06-6647-2077 生活介護

レオＨＯＭＥ 556-0015
大阪市浪速区敷津西二丁目７番２３号
ウィークリーグリーンインナンバ

06-6585-9227 生活介護

ステップ 556-0015 大阪市浪速区敷津西二丁目２番２３号 06-6710-9119 生活介護

多機能型事業所ブルーム 556-0015 大阪市浪速区敷津西二丁目１３番２３号 090-4907-1624 生活介護

生活介護かける 556-0016
大阪市浪速区元町二丁目５番２７号　ダ
イアパレス難波１０４号

06-6575-2111 生活介護

デイケアセンター夢の希 556-0025 大阪市浪速区浪速東一丁目８番１４号 06-6568-3290 生活介護

デイサービスひいらぎ 557-0001 大阪市西成区山王二丁目５番１４号 06-4397-6669 生活介護

デイサービスセンターそらいろ 557-0002
大阪市西成区太子一丁目１２番９号　１
Ｆ

06-6634-5560 生活介護

障害者支援施設いまみや 557-0003
大阪市西成区天下茶屋北一丁目３番１９
号

06-6632-6403 生活介護

生活介護事業所　カナトレ 557-0004
大阪市西成区萩之茶屋三丁目８番８号
２Ｆ

06-7777-1387 生活介護

デイサービスすみれ苑 557-0016 大阪市西成区花園北一丁目１０番１７号 06-6643-8558 生活介護

デイサービスセンターお湯～とぴ
あ

557-0016
大阪市西成区花園北二丁目４番５号
シャンブル西成１　１０１号室

06-6633-7180 生活介護

西成障害者会館 557-0025 大阪市西成区長橋三丁目２番２７号 06-6562-5800 生活介護
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生活介護アイビー 557-0025
大阪市西成区長橋二丁目６番４－４０
１・５０１号

06-7162-3044 生活介護

ラブリーステーション 557-0031 大阪市西成区鶴見橋三丁目６番１５号 06-6562-8788 生活介護

生活介護事業所らぶりーハウス 557-0033 大阪市西成区梅南三丁目６番９号 06-6616-7466 生活介護

デーセンター夢飛行 557-0042 大阪市西成区岸里東一丁目５番３号 06-6656-1280 生活介護

はっぴーはーと 557-0042 大阪市西成区岸里東二丁目１０番１９号 06-4703-3918 生活介護

ａｒｓ（アルス） 557-0043 大阪市西成区玉出東二丁目2番29号 06-4398-0032 生活介護

ここあ 557-0043 大阪市西成区玉出東一丁目１４番１２号 06-4398-3065 生活介護

ワーカウトＮ’ｓ岸里玉出 557-0043
大阪市西成区玉出東二丁目３番３２号
岸里玉出駅前ビル２階

06-7850-6771 生活介護

ナンクルナイサァー　くくる 557-0051 大阪市西成区橘一丁目３番５号 06-4398-7971 生活介護

せせらぎ 557-0053 大阪市西成区千本北二丁目１番３号 06-6652-7237 生活介護

はっぴーがーでん 557-0053 大阪市西成区千本北二丁目１７番１号 06-4703-3918 生活介護

ひだまりの家 557-0055
大阪市西成区千本南一丁目３番１４号
朝日プラザ岸里第１　１０４号

06-6656-1151 生活介護

ジヨン 557-0062 大阪市西成区津守三丁目５番２７号 06-4398-3838 生活介護

第一博愛 557-0063 大阪市西成区南津守一丁目４番７号 06-6656-7001 生活介護

第二博愛 557-0063 大阪市西成区南津守一丁目４番７号 06-6656-7001 生活介護

ナンクルナイサァ－ひので 557-0063 大阪市西成区南津守三丁目３番２２号 06-6661-0713 生活介護

大領地域の家であい 558-0001 大阪市住吉区大領五丁目６番２号 06-4700-2010 生活介護

大領ＣＯＣＯＲＯ 558-0001 大阪市住吉区大領四丁目１３番２６号 06-6694-0556 生活介護

ライフ・ネットワーク 558-0004
大阪市住吉区長居東三丁目８番２５号
ふぁみーゆ長居Ⅱ１階

06-6607-8260 生活介護

なないろ作業所 558-0011
大阪市住吉区苅田九丁目２番２８号　ロ
イヤルキャノンあびこ２階

06-6115-8678 生活介護

よりみち 558-0011
大阪市住吉区苅田八丁目１２番３１号
プランドールソシア１階

06-6615-8746 生活介護

ひよこ作業所 558-0014 大阪市住吉区我孫子四丁目１０番２４号 06-6608-0406 生活介護

みつばち 558-0014 大阪市住吉区我孫子五丁目９番７号 06-6692-8878 生活介護

すずのね 558-0014 大阪市住吉区我孫子一丁目５番３５号 06-6691-0522 生活介護

生活介護　アイビー 558-0014 大阪市住吉区我孫子五丁目１０番１０号 06-6692-6636 生活介護

浅香障がい者会館 558-0021 大阪市住吉区浅香一丁目６番２６号 06-6608-1251 生活介護

さくら 558-0021 大阪市住吉区浅香二丁目２番５７号 06-6697-0703 生活介護

はぁとらんど浅香 558-0021 大阪市住吉区浅香一丁目７番１５号 06-4700-0810 生活介護

よさみ野障害者作業所 558-0023 大阪市住吉区山之内四丁目１２番３１号 06-6699-7767 生活介護

みつばデイサービス　あびこ 558-0023 大阪市住吉区山之内一丁目１９番２号 06-6693-4128 生活介護

ウィル 558-0033 大阪市住吉区清水丘二丁目１６番５号 06-6673-8841 生活介護

つみき 558-0041
大阪市住吉区南住吉一丁目４番１５号
サコダビル２階

06-6615-9301 生活介護

多機能型　すみえ 558-0043 大阪市住吉区墨江四丁目１０番１１号 06-6678-7810 生活介護

生活介護　こねくと 558-0043
大阪市住吉区墨江一丁目４番１０号　東
洋プラザ住吉１階

06-4965-4618 生活介護

障がい者活動センターオガリ作業
所

558-0054 大阪市住吉区帝塚山東五丁目８番７号 06-6678-7582 生活介護

住吉総合福祉センター障がい通所
事業部

558-0054 大阪市住吉区帝塚山東五丁目８番３号 06-6678-7582 生活介護

ゆら 558-0056 大阪市住吉区万代東一丁目３番１９号 06-6696-9977 生活介護

ライズケアスタジオ住吉 558-0056
大阪市住吉区万代東四丁目４番７号　１
０１号

06-6855-5555 生活介護

福祉若葉作業所 559-0002 大阪市住之江区浜口東二丁目１３番４号 06-6673-0624 生活介護

デーセンター真友 559-0005
大阪市住之江区西住之江二丁目１６番３
号

06-4702-3555 生活介護

住之江作業所 559-0006 大阪市住之江区浜口西二丁目９番１１号 06-6115-6808 生活介護

児童デイサービスさくらいろ北加
賀屋（生活介護＋ぷらす）

559-0011
大阪市住之江区北加賀屋五丁目５番４１
号

06-4703-3943 生活介護

デイサービスセンター夢空間 559-0011
大阪市住之江区北加賀屋五丁目１番３号
パティオ北加賀屋２１０

06-6681-7773 生活介護

住之江木の実園 559-0013 大阪市住之江区御崎三丁目２番２号 06-6685-6611 生活介護

ヴィラ　ミカエル 559-0013
大阪市住之江区御崎五丁目１４番１１号
クレセントマンション１０４，１０５号
室

06-6105-1917 生活介護

大阪市立敷津浦学園 559-0015
大阪市住之江区南加賀屋三丁目１０番２
７号

06-6683-3300 生活介護

デーセンターいるか 559-0016
大阪市住之江区西加賀屋三丁目１７番３
号

06-6685-1335 生活介護

生活介護すぺーすしゃとる 559-0024
大阪市住之江区新北島一丁目２番１号
オスカードリーム２０１

06-6683-1064 生活介護

豊泉家チャレンジドセンター住之
江

559-0024 大阪市住之江区新北島七丁目４番２４号 06-6683-7112 生活介護
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特定非営利活動法人ポートさきし
ま福祉作業センターさきしま園

559-0033 大阪市住之江区南港中三丁目２番３６号 06-6613-7274 生活介護

ダイナーとき 559-0034
大阪市住之江区南港北二丁目１番１０号
ＡＴＣビル４階Ｐ－１－２

06-4703-2525 生活介護

多機能事業所あいりー 560-0005 豊中市西緑丘三丁目２１番１１号 06-7508-1088 生活介護

サポネの家 560-0012 豊中市上野坂一丁目１番８号 06-6850-0602 生活介護

あかね生活介護 560-0014
豊中市熊野町四丁目２０番３１号　第２
ユーロハイツ東豊中１０１号室

06-6152-6441 生活介護

あさひ会作業所 560-0023 豊中市岡上の町二丁目２番３１号 06-6845-5560 生活介護

みとい製作所 560-0024 豊中市末広町三丁目１５番１５号 06-6849-5651 生活介護

豊泉家チャレンジドセンター豊中 560-0024 豊中市末広町三丁目２番２７号 06-6852-3850 生活介護

豊中市立たちばな園 560-0025 豊中市立花町三丁目１０番５号 06-6853-1324 生活介護

クローバー 560-0031 豊中市蛍池北町三丁目３番７号 06-6152-5858 生活介護

のぞみ園 560-0032 豊中市蛍池東町一丁目１番１０号 06-6843-6666 生活介護

工房モコ 560-0032 豊中市蛍池東町四丁目５番４号 06-6848-0007 生活介護

工房「羅針盤」 560-0052 豊中市春日町三丁目１番４１号 06-6152-4770 生活介護

であいランド 560-0052 豊中市春日町三丁目６番８号 06-6845-4618 生活介護

ボーイズ＆ガールズ 560-0054
豊中市桜の町二丁目２番２号　エレガン
ス桜の町１Ｆ

06-6843-5580 生活介護

多機能型事業所ライフハーモニー 560-0054 豊中市桜の町６丁目１６番２８号 06-6210-6722 生活介護

ＴＯＰＰＯＩ 560-0055 豊中市柴原町一丁目３番１６号 06-6844-1081 生活介護

Ｒｏｓｅｔｔａ柴原 560-0055
豊中市柴原町二丁目８番９号　田中ビル
１０１号

06-7176-9763 生活介護

カシュカシュ 560-0056 豊中市宮山町一丁目１番５号１０２号室 06-4867-3962 生活介護

きらら作業所 560-0081 豊中市新千里北町二丁目１９番１号 06-6836-5800 生活介護

障害者生活介護施設ＮＡＧＯＭＩ 560-0084 豊中市新千里南町二丁目１３番１号 06-6833-0028 生活介護

第２工房「羅針盤」 561-0808 豊中市原田元町二丁目２５番２１号 06-4865-5525 生活介護

ルピナスぶうめらん 561-0813 豊中市小曽根一丁目４番１０－１０５号 06-6331-0885 生活介護

未楽 561-0813 豊中市小曽根四丁目９番７号 06-4867-4355 生活介護

Ｍｏｎ　Ａｍｉ 561-0816 豊中市豊南町西四丁目１３番２２号 06-6333-9889 生活介護

生活介護ハミングカフェ 561-0824 豊中市大島町三丁目１番１４号 06-6332-2105 生活介護

コスモス豊中作業所 561-0832 豊中市庄内西町一丁目１番３号 06-6336-0012 生活介護

ｂｏｎワークス豊中 561-0832
豊中市庄内西町５－１１－１５　第２Ｈ
ｏｋｕｉｃｈｉＢ．Ｌ．Ｄ１階２階

06-6210-6913 生活介護

クレヨン 561-0834 豊中市庄内栄町四丁目１２番１７号 06-6151-3694 生活介護

社会福祉法人豊中親和会第２みら
い

561-0846 豊中市利倉東二丁目１番１５号 06-6867-0828 生活介護

セント・ポプリ 561-0856 豊中市穂積一丁目９番６号 06-6862-1001 生活介護

糸をかし 561-0857 豊中市服部寿町三丁目１８番１２号 06-6868-2153 生活介護

ワークセンターとよなか 561-0858
豊中市服部西町五丁目１８番５号　プラ
ンビル

06-6862-2219 生活介護

生活介護しゅが～ 561-0862 豊中市西泉丘１－１－１ 06-7508-1088 生活介護

ばなな（スープ） 561-0864 豊中市夕日丘一丁目１１番８号 06-6840-0077 生活介護

あすなろ（生活介護） 561-0872 豊中市寺内一丁目１番１０号 06-6866-2947 生活介護

多機能型事業所あすなろ 561-0872 豊中市寺内一丁目１番１０号 06-6866-2945 生活介護

ｃｈａｒｍｅ作業所 561-0872
豊中市寺内２丁目１０番１号　緑地野元
ビル１０３号

06-7165-5794 生活介護

よーい・ドン 561-0883 豊中市岡町南一丁目１０番１２号 06-6852-5946 生活介護

生活介護事業所ＧＥＮＥ 561-0885 豊中市岡町２番３号 06-6152-5912 生活介護

障がい者支援施設みずほおおぞら 561-0891 豊中市走井三丁目５番３５号 06-6848-3644 生活介護

みずほおおぞら生活介護事業所み
のり

561-0891 豊中市走井三丁目５番３２号 06-4865-3780 生活介護

セブン＆チェリー作業所 561-0892 豊中市山ノ上町９番２４号 06-6841-7521 生活介護

オールケア豊中　木もれび 561-0893 豊中市宝山町２番３０号 06-6853-1324 生活介護

多機能型事業所みらい 561-0894 豊中市勝部二丁目１９番３号 06-6858-6697 生活介護

サン・スマイル 561-0894 豊中市勝部２丁目１８番１号 06-6841-4141 生活介護

もみじの家 562-0001 箕面市箕面三丁目９番１９号 072-721-9006 生活介護

箕面市立障害者福祉センターささ
ゆり園

562-0003 箕面市西小路三丁目９番９号 072-724-7773 生活介護

和と話 562-0004 箕面市牧落五丁目１番２６号 072-722-8108 生活介護

Ｓｕｎゆにてぃ 562-0004 箕面市牧落一丁目１９番１１号 072-720-7667 生活介護

障害者作業所すきっぷ 562-0011 箕面市如意谷四丁目１番１５－１０２ 072-722-1080 生活介護

集団療育センターＬＩＢ 562-0014
箕面市萱野５丁目１２番１号　１階、２
階

072-736-8719 生活介護

明光ワークス 562-0015 箕面市稲六丁目１５番２６号 072-729-2182 生活介護

グーテン 562-0015 箕面市稲六丁目１５番２６号 072-726-1141 生活介護

デイサービスロ・スカーロあおま
だに

562-0023 箕面市粟生間谷西三丁目５番７号 072-749-4168 生活介護
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白島荘生活介護事業所「フレンド
カラー」

562-0024 箕面市粟生新家３丁目１２番５号 072-729-5089 生活介護

箕面市立光明の郷ケアセンター 562-0024 箕面市粟生新家三丁目１２番５号 072-729-5083 生活介護

箕面市立光明の郷ケアセンター 562-0024 箕面市粟生新家三丁目１２番５号 072-729-5083 生活介護

デイサービスセンター箕面の郷 562-0027 箕面市石丸一丁目１４番１号 072-882-2277 生活介護

リールスライフ彩都 562-0028
箕面市彩都粟生南二丁目１２番６２号
アシューレ彩都１階店舗

072-726-5121 生活介護

いきがいワーク 562-0036 箕面市船場西一丁目１３－２６ 072-735-7407 生活介護

豊泉家チャレンジドセンター箕面 562-0041 箕面市桜二丁目６番２７号 072-725-4170 生活介護

生活介護事業所　ジョイント 562-0043 箕面市桜井３丁目１番１号 072-737-5850 生活介護

わんすてっぷ 562-0045 箕面市瀬川三丁目３番２１号 072-720-5277 生活介護

箕面市立あかつき園・ワークセン
ターささゆり

562-0045 箕面市瀬川三丁目３番２１号 072-722-6041 生活介護

東山作業所 563-0012 池田市東山町５８９番地 072-750-0560 生活介護

こすもす 563-0013 池田市中川原町１３番１号 072-737-5601 生活介護

三恵園 563-0013 池田市中川原町１３番地の１ 072-753-4401 生活介護

ゴールデン・スカイ 563-0024 池田市鉢塚一丁目８番２号３Ｆ 072-734-6200 生活介護

ソシオワーク 563-0025 池田市城南３丁目４番８号 072-752-1970 生活介護

池田市立くすのき学園 563-0029 池田市五月丘三丁目４番７号 072-753-8558 生活介護

ほのゆる 563-0042
池田市宇保町８番３０号　ジェムトレン
ド１０１号

072-750-3230 生活介護

かめの家 563-0101 豊能郡豊能町吉川３４４―６ 072-736-8586 生活介護

豊能町立たんぽぽの家 563-0102
豊能郡豊能町ときわ台１丁目１２番地の
５

072-738-5124 生活介護

ともがき 563-0113 豊能郡能勢町倉垣６０番地 072-737-2133 生活介護

くりのみ園 563-0123 豊能郡能勢町下田尻２０番地 072-735-2212 生活介護

指定障害者支援施設北摂信愛園 563-0217 豊能郡豊能町川尻７２番地の５ 072-739-0456 生活介護

なごみ苑 563-0352 豊能郡能勢町大里１０５５番地 072-734-1103 生活介護

第２三恵園 563-0352 豊能郡能勢町大里２２２－５ 072-734-3405 生活介護

おおざとの赤いやね 563-0352 豊能郡能勢町大里１２２番地１ 072-731-2700 生活介護

夢来人の家 563-0354 豊能郡能勢町片山１番５ 072-734-2586 生活介護

かたやまの赤いやね 563-0354 豊能郡能勢町片山１－１ 072-731-3030 生活介護

宝島 563-0365 豊能郡能勢町上杉１０２番地 072-734-1812 生活介護

スマイルぷくぷく 564-0002 吹田市岸部中一丁目１９番１９号 06-6337-8050 生活介護

ガンバコミキャン 564-0002 吹田市岸部中五丁目５番３号 06-6190-4462 生活介護

リターン工房 564-0002 吹田市岸部中三丁目２６番５号 06-6337-5342 生活介護

吹東町コミュニティキャンパス 564-0014 吹田市吹東町２０番２号 06-6383-2299 生活介護

工房ヒューマン 564-0023
吹田市日の出町９番３号　イマス藤本ビ
ル２階

06-4860-9100 生活介護

吹田授産場 564-0023 吹田市日の出町７番１５号 06-6382-5938 生活介護

福祉情報センター・共働事業所ｂ
－ｆｒｅｅ

564-0033 吹田市東御旅町２－３３－２ 06-4860-5850 生活介護

コミキャン就労総合センター 564-0036 吹田市寿町一丁目６番１０号 06-6310-1518 生活介護

ぷくぷくワールド 564-0036 吹田市寿町二丁目１７番１７号 06-6317-5588 生活介護

第２コミュニティキャンパス 564-0039
吹田市清和園町２２番４号　山本ビル１
Ｆ

06-4860-1771 生活介護

のぞみ共同作業所 564-0041 吹田市泉町五丁目９番６号 06-6310-0345 生活介護

アトリエゆうハウス 564-0041
吹田市泉町五丁目１１番１２号　リーサ
イド豊津５１１号室

06-6389-9660 生活介護

花音工房 564-0043 吹田市南吹田５丁目２１番９号 06-6386-8710 生活介護

みんなの森 564-0044 吹田市南金田１－１－３４ 06-6380-0020 生活介護

ａｍｏＲｏｏｍ 564-0044 吹田市南金田二丁目１４番４－１号 06-7897-8647 生活介護

就労支援事業所フレイ 564-0045 吹田市金田町５番３９号 06-6155-8806 生活介護

デイサービス　アルプスの森 564-0054 吹田市芳野町１６－３　１階 06-6155-5431 生活介護

集いの場ふりーばーど 564-0071 吹田市西の庄町４番３３号 06-6369-7097 生活介護

吹田市立総合福祉会館 564-0072 吹田市出口町１９番２号 06-6339-1201 生活介護

さつき障害者作業所 564-0072 吹田市出口町１９番１号 06-6389-0606 生活介護

第２Ｎｉｇｅｌｌａ 564-0082 吹田市片山町２丁目１６番６号 06-7165-7536 生活介護

なつにれ 564-0082
吹田市片山町１丁目２０番１３号　ＳＳ
Ｋセンタービル１階・２階

06-6388-0788 生活介護

吹田つながりの場はるにれ 564-0083 吹田市朝日が丘町３６番８－Ｃ号 06-6821-4849 生活介護

スペース 565-0823
吹田市山田南２９番４号棟　１０１号、
１０２号

06-6877-5323 生活介護

第二さつき障害者作業所 565-0824 吹田市山田西２丁目１３番８号 06-6878-2090 生活介護

吹田市立障害者支援交流センター
「あいほうぷ吹田」

565-0826 吹田市千里万博公園１２番２７号 06-6816-6895 生活介護

ワークショップアリスの家 565-0831 吹田市五月が丘東７番８号 06-6821-7464 生活介護

第１ヒューマン 565-0831 吹田市五月が丘東２Ｂ－１１６／１１７ 06-6875-8515 生活介護
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テラス・フォーシーズンズ 565-0831 吹田市五月が丘東７番８号　１０７号 06-6318-6002 生活介護

ロココ 565-0834 吹田市五月が丘北８番１３－１０２号 06-6318-9610 生活介護

ワークセンターくすの木 565-0836 吹田市佐井寺３丁目３－１ 06-6378-9770 生活介護

コスモス吹田作業所 565-0841 吹田市上山手町１番２９号 06-6386-0012 生活介護

いつきデイサービス 565-0841 吹田市上山手町８－４－１０１ 06-6155-7552 生活介護

吹田自立の場はあてー 565-0842 吹田市千里山東四丁目１９番１３号 06-6385-9828 生活介護

Ｎｉｇｅｌｌａ 565-0851 吹田市千里山西１丁目２７番１１号 06-6330-4280 生活介護

ブルーリボン 565-0855 吹田市佐竹台四丁目１１番１５号 06-6337-4433 生活介護

リールそれいゆ 565-0861
吹田市高野台１丁目６番３号　ロイヤル
コート１階

06-6836-6200 生活介護

オールケア北千里 565-0872 吹田市上山田１番１２号 06-6816-2770 生活介護

千里みおつくしの杜くりのみ寮 565-0874 吹田市古江台六丁目２番６号 06-6871-2113 生活介護

千里みおつくしの杜かしのみ寮 565-0874 吹田市古江台六丁目２番６号 06-6871-2113 生活介護

第二かぼちゃのお家 565-0874 吹田市古江台２丁目１０番１３号 06-6872-6233 生活介護

摂津市立みきの路 566-0032 摂津市桜町二丁目１番７号 072-632-2203 生活介護

摂津交流センターバクの家 566-0034 摂津市香露園３４番２号 072-638-4871 生活介護

リールぽると 566-0035
摂津市鶴野四丁目１１番１２号　サンハ
イム・ツルノ１階

072-601-2116 生活介護

ココリス 566-0043 摂津市一津屋一丁目35番22号 06-4862-5922 生活介護

あけぼの工作所 566-0052 摂津市鳥飼本町三丁目１０番１０号 072-653-4902 生活介護

作業所あい 566-0055 摂津市新在家一丁目３１番５号 06-6340-5459 生活介護

摂津市立ひびきはばたき園 566-0062 摂津市鳥飼上五丁目２番８号 072-653-1212 生活介護

障がい者支援事業　白鷺園まこと
そら

566-0064 摂津市鳥飼中一丁目１９番９号 072-665-6767 生活介護

障害者デイサービスセンターとり
かい白鷺園

566-0064 摂津市鳥飼中一丁目１９番８号 072-654-5094 生活介護

スマイルクオ摂津 566-0071 摂津市鳥飼下三丁目５番１４号（１階） 070-2443-2293 生活介護

あい・あい塾 567-0001 茨木市安威二丁目４番１号 072-640-5335 生活介護

ナースキャップｗｉｌｌ茨木 567-0006
茨木市耳原三丁目８番２５号　サンコー
トハナズリ１階

072-640-1388 生活介護

生活介護事業所あいの 567-0012 茨木市東太田一丁目４番３９号 072-627-1919 生活介護

西河原コミュニティキャンパス 567-0015 茨木市西太田町３番１８号 072-624-1234 生活介護

ちいきひろばサン 567-0031 茨木市春日一丁目８番２４号 072-626-3813 生活介護

ドリームケアデイセンター茨木 567-0041
茨木市下穂積三丁目１２番２７号ハイツ
中秀

072-663-7761 生活介護

地域支援センターあゆむ 567-0057 茨木市豊川四丁目３番７号 072-640-4860 生活介護

障がい者サポートセンターしみず 567-0059 茨木市清水一丁目２８番１５号 072-641-4512 生活介護

茨木市立障害者生活支援センター
ともしび園

567-0073 茨木市西穂積町８番２号 072-623-7795 生活介護

ａｔｅｌｉｅｒ　ｃｏｎ・ｔｏｎ 567-0818 茨木市本町２番２号 072-646-9663 生活介護

生活介護ハートフル 567-0819 茨木市片桐町４番２６号 072-620-9818 生活介護

リールぷらす 567-0831
茨木市鮎川四丁目２７番２５号　ウィン
グビュー鮎川１階

072-635-1135 生活介護

地域共生すまいるデイサービスセ
ンター

567-0831 茨木市鮎川一丁目１３番１号 072-636-5200 生活介護

音翅 567-0831
茨木市鮎川五丁目５番５号　ＭＪビル２
階

072-657-1500 生活介護

アポロ生活支援事業所 567-0831
茨木市鮎川二丁目３２番２５号アライブ
２１－１０１

072-646-7428 生活介護

とんぼ作業所 567-0837 茨木市南目垣一丁目１１番６号 072-633-2400 生活介護

マイウェイいばらきワークきらり 567-0838 茨木市東野々宮町１０番２９号 072-635-2940 生活介護

さきはう 567-0843
茨木市星見町１７番２４号　シンフォニ
ア星見１階

072-630-2034 生活介護

いばらき自立支援センター「ぽか
ぽか」

567-0850 茨木市真砂玉島台８番２０号 072-635-5762 生活介護

リールスライフ茨木玉島台 567-0850
茨木市真砂玉島台５番９号　ポルトボ
ヌール１階

072-655-9821 生活介護

ゆず 567-0851 茨木市真砂二丁目１０番２３号Ａ－３ 072-638-5370 生活介護

小規模多機能ホーム大手町ゆとり 567-0883 茨木市大手町２番３０号 072-623-5591 生活介護

けあらーず茨木指定通所介護事業
所

567-0888 茨木市駅前四丁目４番２８号 072-646-5123 生活介護

デイサービスとんとん 567-0894 茨木市若園町２番４１号 072-668-2100 生活介護

デイサービスセンター若園けいあ
いの里

567-0894
茨木市若園町５番６号　若園ハイツＧ号
室

072-665-7020 生活介護

地域生活総合支援センターあい 567-0895 茨木市玉櫛二丁目５番８号 072-636-8817 生活介護

茨木療護園 568-0084 茨木市大字安元２７番地 072-649-3284 生活介護

第２茨木学園 568-0097 茨木市大字泉原７０番地 072-649-2800 生活介護

茨木学園 568-0097 茨木市大字泉原３７番地の１ 072-649-4900 生活介護

サンライズ 568-0097 茨木市大字泉原３７番地７ 072-649-1110 生活介護

ＣＯＣＯＲＯ 569-0002 高槻市東上牧３丁目１６番地１６ 072-669-5253 生活介護
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株式会社生活支援センターすまい
る　生活介護

569-0031 高槻市大冠町２丁目５番８号 072-661-5533 生活介護

生活介護ひまわり 569-0036 高槻市辻子三丁目５１番１０号 072-673-8464 生活介護

総合支援センターさくら 569-0062 高槻市下田部町２丁目７６番３号 072-648-4803 生活介護

くらし創造の家朋（とも） 569-0814 高槻市富田町四丁目１７番１０号 072-697-6102 生活介護

サニースポット 569-0814 高槻市富田町四丁目７番１６号 072-697-7080 生活介護

コルメナ 569-0821 高槻市津之江北町８番１号１０２ 072-670-5150 生活介護

ＣｏＣｏはうす 569-0832 高槻市唐崎中三丁目１５番１７号 072-678-5666 生活介護

わかくさ南障害者作業所 569-0834 高槻市大字唐崎１２７７番地 072-679-3043 生活介護

友遊の里 569-1002 高槻市大字田能小字宮ノ前１０８８番地 072-680-0222 生活介護

生活介護　前穂 569-1023 高槻市宮が谷町２７番１号 072-668-1780 生活介護

デイサービス　さくら坂・ぱれっ
と

569-1027 高槻市浦堂３丁目１５番９号 072-658-7739 生活介護

地域生活支援センター光 569-1032 高槻市宮之川原二丁目９番１号 072-680-1110 生活介護

共働舎花の会 569-1042 高槻市南平台三丁目２９番９号 072-692-2859 生活介護

第２共働舎花の会 569-1042 高槻市南平台三丁目２９番１０号 072-697-7033 生活介護

はなみずき 569-1042 高槻市南平台三丁目２８番１５号 072-669-8532 生活介護

たけのこ 569-1051 高槻市大字原１８７５番地 072-688-5553 生活介護

三島の郷 569-1051 高槻市大字原９２４番地４ 072-688-0768 生活介護

萩の杜 569-1054 高槻市萩谷１４－１ 072-699-0099 生活介護

やまびこ園 569-1103 高槻市山手町二丁目２番１号 072-681-5811 生活介護

第４共働舎花の会 569-1123 高槻市芥川町二丁目１２番２３号 072-681-8959 生活介護

高槻地域生活総合支援センターぷ
れいすＢｅ

569-1131 高槻市郡家本町５番２号 072-681-4700 生活介護

わかくさ障害者作業所 569-1136 高槻市郡家新町４８番２号 072-695-5566 生活介護

みつばち作業所 569-1137 高槻市岡本町８－１ 072-696-0888 生活介護

ジョブサイトひむろ 569-1141 高槻市氷室町一丁目１４番２７号 072-697-2234 生活介護

ナースキャップＷＩＬＬ高槻 569-1141
高槻市氷室町二丁目６番１号　エタニ
ティ４

072-697-1850 生活介護

ひむろ作業所 569-1141 高槻市氷室町一丁目１１番６号 072-668-1115 生活介護

生活介護ピースフリー高槻 569-1141 高槻市氷室町１丁目１０番５１号 072-668-6492 生活介護

守口障害者支援センターひだまり 570-0002 守口市佐太中町七丁目５番５号 06-6136-6751 生活介護

グレートライフ 570-0002
守口市佐太中町二丁目７番２２号　佐太
ハイツ１階

06-4252-2525 生活介護

ロータスデイサービスもりぐち 570-0006 守口市八雲西町二丁目１４番１０号 06-6996-0008 生活介護

桜の園 570-0008 守口市八雲北町三丁目39番8号 06-6992-0697 生活介護

デイサービスセンター道 570-0008 守口市八雲北町二丁目１０番１９号 06-6994-0708 生活介護

ＳＭＩＬＥ 570-0011 守口市金田町一丁目１３番１７号 06-6115-5025 生活介護

オールケア守口 570-0012 守口市大久保町五丁目３９番６号 06-6916-0555 生活介護

ＣＬＡＮ守口 570-0012 守口市大久保町二丁目１６番１７号 06-6780-3700 生活介護

オールケア守口　ののはな 570-0014 守口市藤田町一丁目５２番１３号 06-6967-8700 生活介護

オールケア大日 570-0015 守口市梶町一丁目４番１４号 06-6904-1010 生活介護

守口市立わかたけ園 570-0032 守口市菊水通二丁目８番１７号 06-6997-4748 生活介護

デイサービスセンターすずな園 570-0033 守口市大宮通一丁目１３番１４号 06-6995-0038 生活介護

センターケア 570-0043
守口市南寺方東通四丁目14番15号　サ
ンシャインキタニ11号室

06-6926-9255 生活介護

地域生活総合支援センターいま 570-0048 守口市寺方本通二丁目20番4号 06-6780-4370 生活介護

うぃず滝井 570-0076 守口市滝井西町三丁目５番１２号 06-6996-1803 生活介護

フレンドワーク 570-0078 守口市平代町４番１０号 06-4250-1070 生活介護

うぃず守口 570-0079 守口市金下町一丁目６番１０号 06-6996-1715 生活介護

ゆる～む 570-0083
守口市京阪本通一丁目５番６号サンハイ
ツ太子橋４０６号室

06-6991-3050 生活介護

自立サポートきくすい 570-0084 守口市緑町１番４号 06-6998-3077 生活介護

デイサービス八重桜　門真 571-0012 門真市江端町１３番１３号 072-886-2468 生活介護

第３ジェイ・エス　ステージ 571-0013 門真市千石東町二丁目５番７号 072-885-6322 生活介護

障セ・ウィタン 571-0015 門真市三ツ島６丁目２３番９号 072-885-2894 生活介護

第２ジェイ・エスステージ 571-0017
門真市四宮五丁目７番１３号　ロイヤル
ハイツ門真１０９号・１１０号

072-882-3311 生活介護

パロット 571-0021 門真市舟田町２７番３２号 072-887-6161 生活介護

デイサービスセンター智鳥 571-0026 門真市北島町１２番３号 072-881-8201 生活介護

ほにいず 571-0029 門真市打越町３番地３ 06-6916-9700 生活介護

ライフケア花風 571-0030 門真市末広町１１－２１ 06-6991-8253 生活介護

こもれび 571-0041 門真市柳町16番8号 06-6907-5160 生活介護

ジェイ・エスステージ 571-0043 門真市桑才新町２４番１号 06-6905-1397 生活介護

門真市障がい者福祉センター 571-0064 門真市御堂町１４番１号 06-6904-6812 生活介護
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わーくすあさがお 571-0066
門真市幸福町２０番３号ヤマセイ幸福町
ビル２階

06-6991-8678 生活介護

かどまつ苑　生活介護 571-0072 門真市城垣町１番２７号 072-885-8055 生活介護

パゴダの丘作業所合掌園 572-0002 寝屋川市成田東が丘２８番７号 072-835-2800 生活介護

樹楽団らんの家香里園 572-0007 寝屋川市美井町３－１ 072-833-6060 生活介護

かわかつのさと 572-0015 寝屋川市川勝町６番１４号 072-820-0616 生活介護

隆光学園輝きステーション生活介
護

572-0018 寝屋川市境橋町２７番６号 072-837-0101 生活介護

るぴなす苑 572-0018 寝屋川市境橋町１５番５号 070-5342-7566 生活介護

みいの郷デイサービス 572-0019 寝屋川市三井南町１９番２０号 072-833-5631 生活介護

寝屋川石津園デイサービス 572-0026 寝屋川市石津中町３５番８号 072-839-8888 生活介護

ブリーゼ 572-0030 寝屋川市池田本町３０番６号 072-838-7230 生活介護

生活介護パンプキン寝屋川池田 572-0039 寝屋川市池田二丁目１１番４６号 072-837-7066 生活介護

チャレンジドセンターつばさ 572-0039 寝屋川市池田二丁目９番１５号 072-830-3331 生活介護

デイ・サービスセンター寝屋川十
字の園

572-0039 寝屋川市池田三丁目１番３３号 072-838-3390 生活介護

みんなの木 572-0048 寝屋川市大利町１９番９号 072-381-5131 生活介護

おはなユニット 572-0051 寝屋川市高柳２丁目２１－１ 072-813-0875 生活介護

おはなのデイ 572-0051 寝屋川市高柳２丁目２１番１号 072-813-0874 生活介護

おはなのデイ 572-0051 寝屋川市高柳二丁目２１－１ 072-813-0874 生活介護

ヒノデ　デイサービスセンター 572-0051 寝屋川市高柳三丁目２０番１号 072-815-0078 生活介護

デイサービスセンターロイヤルラ
イフ・天寿苑

572-0055 寝屋川市御幸東町９番２号 072-827-1222 生活介護

ワンダーねやがわ 572-0058 寝屋川市黒原橘町２０番１２号 072-812-7733 生活介護

障害者生活介護さん・すまいる 572-0059 寝屋川市黒原新町１－３ 072-839-0400 生活介護

ふたば 572-0073 寝屋川市池田北町２３番９号 072-838-7309 生活介護

つばさ福祉作業所 572-0073 寝屋川市池田北町１５番９号 072-839-2234 生活介護

えるちゃん 572-0077 寝屋川市点野五丁目４番１５号 072-803-8717 生活介護

といろ 572-0814 寝屋川市堀溝１丁目２２番４号 072-811-0502 生活介護

さくらの作業所 572-0838 寝屋川市八坂町２７－２ 072-813-3006 生活介護

ヒノデデイサービスセンター寝屋
川駅前

572-0839 寝屋川市平池町３番１５号 072-801-0780 生活介護

生活介護　そらな 572-0844 寝屋川市太秦緑が丘２２－１５ 072-811-3343 生活介護

はたのさと 572-0848 寝屋川市秦町２９番４号 072-823-2230 生活介護

すばる・北斗福祉作業所 572-0853 寝屋川市大谷町７番１号 072-824-4664 生活介護

りんごの森 572-0853 寝屋川市大谷町１１番１号 072-822-0058 生活介護

オレンジの森 572-0853 寝屋川市大谷町１２番３号 072-821-7050 生活介護

隆光学園 572-0855 寝屋川市寝屋南二丁目１５番１号 072-822-0123 生活介護

オールケア寝屋川 572-0856 寝屋川市宇谷町１番２１号 072-811-5507 生活介護

社会福祉法人東和福祉会デイサー
ビスセンター寝屋川苑

572-0856 寝屋川市宇谷町１番３６号 072-824-0345 生活介護

金のたまご 572-0857 寝屋川市打上中町１１番８号 072-811-3131 生活介護

ワークセンター小路 572-0866 寝屋川市小路南町８番２号 072-820-6135 生活介護

就労支援センターアクア 572-0867 寝屋川市高宮あさひ丘２５番１３号 072-800-5513 生活介護

里仁館身体障害者デイサービスセ
ンター

573-0001 枚方市田口山２－５－１ 072-856-6565 生活介護

ぐっどケアＳｏ－Ｌａ 573-0002 枚方市出屋敷元町二丁目９番１号 072-391-0018 生活介護

出屋敷の里 573-0003 枚方市出屋敷西町二丁目２０番８号 072-848-2611 生活介護

デイサービスセンターしらかば 573-0003 枚方市出屋敷西町二丁目１番１号 072-849-1146 生活介護

障害者労働センター 573-0011 枚方市中宮山戸町１０番１２－１０２号 072-848-0508 生活介護

スマイルゲート枚方 573-0013
枚方市星丘三丁目１番１５号　プラ・
ディオ星丘１階

072-807-7820 生活介護

村野わらしべ 573-0016 枚方市村野本町３０－４９ 072-898-5140 生活介護

デイサービスセンターれん 573-0016 枚方市村野本町１０番９７号 072-848-4754 生活介護

クオリアステラ 573-0022 枚方市宮之阪一丁目２２番１０号　２Ｆ 072-805-3177 生活介護

アミーゴ 573-0031 枚方市岡本町８番１２号 072-804-3436 生活介護

すぷらうつ枚方駅前 573-0031 枚方市岡本町１０番２５号 072-841-8821 生活介護

デイサービスセンターひびき 573-0036 枚方市伊加賀北町７番８９号 072-861-1515 生活介護

デイサービスセンターかがやき 573-0036 枚方市伊加賀北町４－３ 072-861-3330 生活介護

アンダンテ 573-0047 枚方市山之上一丁目１９番１０号 072-896-9373 生活介護

山之上のかけはし 573-0049 枚方市山之上北町５番１号 072-846-7798 生活介護

アシュラー 573-0051 枚方市三矢町２番１０号 072-844-3633 生活介護

スバルガーデン 573-0051 枚方市三矢町６番１２号 072-861-5300 生活介護

ナビ 573-0051 枚方市三矢町２番４－１号 072-804-4188 生活介護

エンジェルス 573-0077 枚方市東香里新町１１番１８号 072-852-8440 生活介護

かけはし 573-0082 枚方市茄子作東町３６番１号 072-854-8688 生活介護
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すずらん 573-0093
枚方市東中振二丁目１１番１２号　ロー
ズマンション’８８　１Ｆ左５，６

072-802-3207 生活介護

南海香里のさと 573-0094 枚方市南中振一丁目２０番４８号 072-832-8576 生活介護

泉学園 573-0094 枚方市南中振１－１６－２６ 072-802-3237 生活介護

Ｈａｒｕかぐまち 573-0102 枚方市長尾家具町二丁目５－１３ 072-380-2364 生活介護

生活介護事業所青い鳥 573-0102
枚方市長尾家具町一丁目７－１０－１０
２

072-800-1436 生活介護

第二わらしべ園 573-0103 枚方市長尾荒阪二丁目３５４５番地 072-850-8406 生活介護

わらしべ園 573-0103 枚方市長尾荒阪二丁目３５４５番地 072-850-5507 生活介護

ミルキーウェイ 573-0103 枚方市長尾荒阪一丁目２８２７番７ 072-867-5690 生活介護

デイサービスセンター枚華 573-0105 枚方市長尾東町二丁目３５番２２号 072-392-3172 生活介護

とくふうホーム 573-0112 枚方市大字尊延寺４５９２番２４ 072-858-4058 生活介護

指定障害者支援施設津田療護園 573-0122 枚方市津田東町二丁目１番１号 072-858-1755 生活介護

枚方総合発達医療センター生活介
護事業所

573-0122 枚方市津田東町二丁目１番１号 072-858-0373 生活介護

ハッピーガーデン 573-0122 枚方市津田東町三丁目２７番１号 072-859-8555 生活介護

ひらかたくすの木 573-0122 枚方市津田東町二丁目３５番１号 072-858-7353 生活介護

清水園 573-0123 枚方市大字津田８７３番地２ 072-896-1600 生活介護

ぐっどケアＭａ－Ｎａ 573-0127 枚方市津田元町二丁目５４番５号 072-808-2233 生活介護

生活介護ココロステッキ 573-0145 枚方市大峰南町２２番５号 072-858-0507 生活介護

生活介護いろどり 573-0145 枚方市大峰南町１５番１８号 072-858-2203 生活介護

心学塾作業所 573-0146 枚方市大峰元町一丁目２１番５号 072-859-9194 生活介護

マイウェイひらかたワーク草笛 573-0155 枚方市藤阪天神町３番１号 072-808-2031 生活介護

ミント 573-0165
枚方市山田池東町２１番２号　フロリ
アートＢ棟１階

072-808-6401 生活介護

ｂｏｎワークス枚方 573-0171 枚方市北山１丁目６７－６ 072-866-1237 生活介護

デイサービスあいの家 573-0171 枚方市北山一丁目６７番２４号 072-800-1322 生活介護

枚方市立くずは北デイサービスセ
ンター

573-1103 枚方市楠葉野田３－１２－３ 072-866-5091 生活介護

オランジュ 573-1116 枚方市船橋本町二丁目４９番１号 072-807-8945 生活介護

とうかえで 573-1124 枚方市養父東町５０番１３号 072-809-0870 生活介護

わお 573-1142
枚方市牧野下島町１２番１４号　プラン
ドール牧野駅前１階

072-845-4360 生活介護

障がい者生活介護めぐりカーム 573-1147 枚方市渚内野一丁目１４番１１号 072-805-3009 生活介護

わかたけ 573-1161 枚方市交北四丁目１２４８番地１ 072-805-9911 生活介護

枚方市立デイサービスセンター 573-1161 枚方市交北三丁目１番５２号 072-851-9200 生活介護

茶楽わくわく 573-1162 枚方市田口一丁目３番２号 072-809-0015 生活介護

ぶりりあん 573-1164 枚方市須山町４１番１６号 072-845-6129 生活介護

わたしの家 573-1164 枚方市須山町４２－９ 072-898-2332 生活介護

ぱすてる 573-1165 枚方市都丘町２７番２５号 072-848-0055 生活介護

さかのデイサービスセンターほほ
えみ

573-1168 枚方市甲斐田東町３４番３３号 072-805-5877 生活介護

障がい者生活介護御殿山カーム 573-1178 枚方市渚西２丁目７番３０号 072-890-0080 生活介護

渚のオアシスデイサービスセン
ター

573-1178 枚方市渚西２－３２－６－１０８ 072-848-1502 生活介護

デイサービスセンター御殿山カー
ム

573-1178 枚方市渚西二丁目７番３０号 072-890-0600 生活介護

ワークショップ虹 573-1187 枚方市磯島元町２１番１０号 072-848-8924 生活介護

枚方市立総合福祉会館デイサービ
スセンター

573-1191 枚方市新町２－１－３５ 072-845-1701 生活介護

フーライ 573-1191 枚方市新町二丁目２番６号 072-804-3439 生活介護

ぽっぽサービス 573-1196 枚方市中宮本町６番１２号 072-808-8831 生活介護

ハートフル北条 574-0011 大東市北条四丁目12番26号 072-879-6101 生活介護

障がい者支援施設みどりの里 574-0011 大東市北条六丁目２２３０番地の２ 072-803-2946 生活介護

のんびりハウス 574-0011 大東市北条一丁目１７番１号 072-876-2850 生活介護

ピリナ 574-0011 大東市北条一丁目７番２３号 072-800-8556 生活介護

あるく 574-0014
大東市寺川三丁目９番１号　サンハイツ
岩本１階

072-813-1005 生活介護

てんとう虫 574-0015 大東市野崎一丁目２２番１号 072-878-5517 生活介護

ピアリン 574-0015
大東市野崎一丁目９番５号　隅田マン
ション１０２号、１０３号

072-800-8556 生活介護

和光苑デイサービスセンター 574-0015 大東市野崎三丁目１２番１号 072-877-8800 生活介護

津の辺 574-0016 大東市南津の辺町１番４３号 072-878-1118 生活介護

グローリーワーク大東（グロー
リーワーク大東）

574-0017 大東市南楠の里町１６番６号 072-862-0417 生活介護

にじいろのおうち 574-0024 大東市泉町二丁目１３番５号 072-812-2528 生活介護

Ｖｉｖｉｄ－Ｌｉｆｅ 574-0025
大東市御供田四丁目４番１１号ロイヤル
メゾン千國１０３号

072-800-3185 生活介護
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コスモス住道（コスモス大野） 574-0026 大東市住道一丁目１番９号 072-873-0045 生活介護

チューリップハウス 574-0027 大東市三住町２番１号 072-874-9753 生活介護

自立支援生活の場翼つばさ 574-0044 大東市諸福二丁目１番４号 072-803-7429 生活介護

すまいる 574-0044 大東市諸福四丁目５番１０号 072-874-1128 生活介護

ハートフル大東 574-0045 大東市太子田一丁目１２番３１号 072-889-1025 生活介護

コスモス御領 574-0064 大東市御領三丁目１６番１５号 072-871-0265 生活介護

青い鳥工房 574-0077 大東市三箇六丁目１６番２０号 072-871-4653 生活介護

マハロ 574-0077 大東市三箇六丁目５番５号 072-803-8763 生活介護

第２青い鳥 574-0077 大東市三箇四丁目５番１９号 072-803-6206 生活介護

ジョイフルるうてる 575-0002 四條畷市岡山五丁目１９番２０号 072-878-9371 生活介護

株式会社のぞみのんびりのんちゃ
ん

575-0002 四條畷市岡山一丁目１６番１４号 072-862-2020 生活介護

あうー 575-0003 四條畷市岡山東三丁目９番５号 072-877-5005 生活介護

障害者デイサービスセンターるう
てる

575-0003 四條畷市岡山東三丁目９番５号 072-878-0686 生活介護

にじいろデイサービス 575-0004 四條畷市大字岡山１０１番地の３ 072-876-3366 生活介護

サイノス 575-0013 四條畷市田原台四丁目１９番９号 0743-87-9873 生活介護

ハニコウム園芸 575-0021 四條畷市南野二丁目１３番３号 072-876-7868 生活介護

なわて更生園 575-0022 四條畷市大字南野2463番地 072-876-3334 生活介護

障害者解放の家 575-0032 四條畷市米崎町７番２９号 072-877-7888 生活介護

カラフルキャンパス 575-0042
四條畷市蔀屋本町１３番２９号　メゾン
ローゼ１階

072-819-9446 生活介護

障がい者施設ちよの里 575-0043 四條畷市北出町１８番２４号 072-876-0014 生活介護

夢丸工房（第二夢丸工房） 575-0051 四條畷市中野本町３番３２号 072-862-1802 生活介護

めいの樹 575-0051 四條畷市中野本町３５番９号 072-879-3270 生活介護

さつき園 575-0052 四條畷市中野一丁目１番２０号 072-879-7458 生活介護

ぱすてる 575-0055
四條畷市西中野一丁目９番３４号シティ
ライフ柳本１０１号

072-813-1083 生活介護

デイサービスセンター天の川 576-0022 交野市藤が尾二丁目５番２２号 072-894-3050 生活介護

ハートフルステーションいわふね 576-0033 交野市私市二丁目１４番１４号 072-893-8604 生活介護

指定障害福祉サービス事業所いわ
ふね峡

576-0033 交野市私市九丁目１７番３号 072-894-8979 生活介護

ミルキーウェイ 576-0034 交野市天野が原町二丁目１４番２０号 072-893-9592 生活介護

ピースフルケアあとりえ 576-0053 交野市郡津五丁目４７番１１号 072-800-1212 生活介護

かぐや 576-0053 交野市郡津三丁目１１番１０号 072-845-5641 生活介護

くらじワークセンター 576-0061 交野市東倉治一丁目１２番１２号 072-894-0437 生活介護

交野自立センター通所部 576-0063 交野市寺四丁目５９０番地の１ 072-893-1156 生活介護

てらサポート 576-0063 交野市寺四丁目５９０番地の１ 072-810-6668 生活介護

デイサービスセンターあおやま 576-0066 交野市青山三丁目４３２番 072-893-0328 生活介護

障害ワークセンターｗｉｌｌ 577-0023 東大阪市荒本一丁目４番３２号 06-6789-6171 生活介護

ｏｎｅ　ｌｉｎｋ　２ｎｄ 577-0023 東大阪市荒本二丁目１４番２４号 06-6784-0556 生活介護

障害就労センター　アースグリー
ン

577-0024 東大阪市荒本西三丁目２番８号 06-6618-9848 生活介護

おきべ麦の家 577-0033 東大阪市御厨東二丁目８番１０号 06-6788-6525 生活介護

ピュアファクトリー 577-0034 東大阪市御厨南二丁目６番２２号 06-6781-1197 生活介護

れすと 577-0034
東大阪市御厨南三丁目２番３３号　桜井
第二ビル１階

06-6788-7834 生活介護

お元気くらぶぷらっと 577-0054 東大阪市高井田元町二丁目２２番１７号 06-6785-2727 生活介護

ワークセンターひびき長栄寺 577-0055 東大阪市長栄寺10番2号 06-6782-9522 生活介護

とうふく布施 577-0057 東大阪市足代新町１３番１０号 06-6785-0303 生活介護

生活介護てふてふ徳庵 577-0064 東大阪市川俣本町７番２３号 06-6748-8686 生活介護

アクティビティーセンターひびき 577-0804 東大阪市中小阪五丁目１４番２３号 06-6732-1112 生活介護

菜の花畑　なたね 577-0804 東大阪市中小阪一丁目１２番２０号 06-6743-7736 生活介護

とうふく八戸ノ里 577-0804 東大阪市中小阪四丁目７番４７号 06-6720-2810 生活介護

ノーサイド２ 577-0808 東大阪市横沼町一丁目４番１６号 06-6736-1515 生活介護

ノーサイド　つくるん 577-0808 東大阪市横沼町一丁目４番１５号 06-6736-1515 生活介護

地域生活支援センターふう 577-0809 東大阪市永和二丁目６番３３号 06-6722-5531 生活介護

生活介護　六花 577-0814 東大阪市南上小阪１０番５４号 06-6224-4686 生活介護

ぽこあぽこＤ 577-0816 東大阪市友井二丁目３０番２１号 06-4309-5811 生活介護

パラトレ 577-0817
東大阪市近江堂二丁目６番４号　新栄プ
ロパティー近江堂２Ｂ号室

06-6748-0297 生活介護

蓮Ⅱ 577-0832 東大阪市長瀬町二丁目１３番１０号 06-6727-8861 生活介護

東大阪わかば 577-0833 東大阪市柏田東町２番４号 06-6726-7753 生活介護

蓮（れん） 577-0835 東大阪市柏田西三丁目９番２号 06-6729-9056 生活介護

ベストサポート 577-0837 東大阪市寿町一丁目９番１４号 06-6730-3311 生活介護

ＲＫひがしおおさか 577-0837 東大阪市寿町三丁目２１番２９号 06-6722-8883 生活介護

障がい児者総合福祉施設ノーサイ
ド

577-0843 東大阪市荒川二丁目８番２６号 06-6736-1515 生活介護
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アトリエライプハウス 577-0843 東大阪市荒川三丁目８番８号 06-7161-7624 生活介護

サンライズ 577-0845 東大阪市寺前町一丁目８番２号 06-6753-8180 生活介護

身体障害者デイサービスセンター
たちばなの里

577-0846 東大阪市岸田堂北町６番１号 06-6224-5111 生活介護

あおぞらつぐみの家 578-0901 東大阪市加納五丁目１２番２５号 072-872-9211 生活介護

若草工房 578-0904 東大阪市吉原二丁目３番１２号 072-960-5400 生活介護

障害福祉さぽーとライフグリーン 578-0905 東大阪市川田四丁目４番８号 072-963-4838 生活介護

わかば 578-0905 東大阪市川田三丁目４番２号 072-960-5100 生活介護

クリエイティブハウス「パンジー
Ⅱ」

578-0911 東大阪市中新開二丁目１１番２０号 072-960-3610 生活介護

クリエイティブハウス「パンジー
Ⅲ」

578-0911 東大阪市中新開二丁目１０番１６号 072-968-1615 生活介護

みのわの里身体障害者デイサービ
スセンター

578-0915 東大阪市古箕輪一丁目３番２８号 072-964-0308 生活介護

フレンズ 578-0935 東大阪市若江東町二丁目１番６号 06-6725-0568 生活介護

障がい者支援センターゆず 578-0941 東大阪市岩田町五丁目１１番８号 072-921-4030 生活介護

花園生活支援センター 578-0941
東大阪市岩田町二丁目１番３３号　アル
カディア弐番館

072-966-8014 生活介護

Ｌｅ　ｌｉｅｎ～ル・リアン 578-0941 東大阪市岩田町五丁目２番３６号 072-973-8716 生活介護

新星 578-0941 東大阪市岩田町五丁目８番１３号 072-927-3279 生活介護

すずらん 578-0947 東大阪市西岩田二丁目６番２５号 06-4306-3139 生活介護

とうふく 578-0947 東大阪市西岩田四丁目９番８号 06-6789-7272 生活介護

和音堂 578-0948 東大阪市菱屋東三丁目５番４１号 06-6783-1687 生活介護

いきいきクラブあさひ 578-0971 東大阪市鴻池本町９番２０号 06-7182-6579 生活介護

ライフケアとらすと 578-0971 東大阪市鴻池本町１番２２号 06-6746-1717 生活介護

クリエイティブハウス「パン
ジー」

578-0973 東大阪市東鴻池町二丁目４番８号 072-963-8818 生活介護

ｏｎｅ　ｌｉｎｋ 578-0982
東大阪市吉田本町三丁目８番５号　ボナ
ンサ東野Ⅱ　１０１

072-970-6242 生活介護

サポートスペース　ここりーど 578-0984 東大阪市菱江五丁目２番３４号 072-975-5706 生活介護

ハピネスデイ憩 579-8003 東大阪市日下町七丁目３番４９号 072-986-8317 生活介護

ほたる 579-8003 東大阪市日下町七丁目３番５７号 072-981-5200 生活介護

ヒノデデイサービスセンターくさ
か

579-8003 東大阪市日下町三丁目７番１６号 072-921-1666 生活介護

活動センターいっぽ 579-8004 東大阪市布市町四丁目１番３２号 072-986-1700 生活介護

サンプレイスひびき 579-8012 東大阪市上石切町二丁目３０番１５号 072-984-2302 生活介護

若草園 579-8013 東大阪市西石切町七丁目４番５号 072-987-7537 生活介護

ぽこあぽこ 579-8014 東大阪市中石切町二丁目１番４７号 072-970-6831 生活介護

ｏｎｅ　ｌｉｎｋ＋ 579-8036 東大阪市鷹殿町２２番４３号 072-980-9922 生活介護

なかよし 579-8046 東大阪市昭和町５番１０号 072-984-2435 生活介護

第二東福 579-8048 東大阪市旭町２０番２号 072-986-8685 生活介護

うぃんぐ 579-8056 東大阪市若草町９番２１号 072-968-7920 生活介護

東福六万寺 579-8061 東大阪市六万寺町一丁目１６番１７号 072-984-2946 生活介護

デイサービスひのき 579-8061 東大阪市六万寺町二丁目７番４１号 072-968-8680 生活介護

四季の森なごみ 579-8063 東大阪市横小路町四丁目１０番２８号 072-920-4500 生活介護

さくらんぼ 579-8063 東大阪市横小路町一丁目２番６５号 072-981-6345 生活介護

ＣＬＡＮ東大阪 579-8064 東大阪市池島町三丁目１２番２８号 072-970-6226 生活介護

ぱずる 579-8065 東大阪市新池島町二丁目２０番３６号 072-920-7767 生活介護

デイサポートセンター新池島Ｖｒ
ｉｄｇｅ

579-8065 東大阪市新池島町二丁目２１番１２号 072-980-8265 生活介護

障がい者支援センターがやがや 579-8065 東大阪市新池島町一丁目１７番１９号 072-951-6251 生活介護

生活介護　Ｌｕｃａ’ｓ　ｈｏｕ
ｓｅ

579-8066 東大阪市下六万寺町一丁目２番１８号 072-943-2400 生活介護

アストミライ 580-0014
松原市岡３丁目１６番３号　メゾンアル
カディア１０２

072-320-3396 生活介護

社会福祉法人松原市社会福祉協議
会障害者生活介護センター

580-0015
松原市新堂１丁目５８９番地の６　松原
市総合福祉会館内

072-333-0194 生活介護

地域生活総合支援センターおんど 580-0016 松原市上田８丁目７番１６号 072-338-5850 生活介護

ワークセンターまつのみ 580-0023 松原市南新町１丁目１０番２号 072-336-3233 生活介護

第２えるで 580-0023 松原市南新町３丁目１番１４号 072-349-8611 生活介護

松原ワークセンター・リサイクル 580-0031 松原市天美北４丁目２番４号 072-337-9456 生活介護

ひまわり作業所 580-0033 松原市天美南２丁目１９０番地 072-335-5120 生活介護

えるで 580-0044 松原市田井城６丁目３２８番地２ 072-332-0987 生活介護

ぺーじ 580-0046 松原市三宅中八丁目１番４１号１階 072-289-6492 生活介護

お元気さまデイサービス愛の輪 581-0014 八尾市中田五丁目６０番地 072-990-5260 生活介護

生活支援センター風 581-0028 八尾市八尾木東三丁目８番地 072-990-6644 生活介護

共生介護風 581-0028 八尾市八尾木東三丁目９番地 072-990-6644 生活介護

デイサービス　スマイル桜 581-0036 八尾市沼二丁目８番地の１ 072-943-2627 生活介護
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アライブケア 581-0038
八尾市若林町一丁目８７番地　クロス
ティ八尾南壱番館

072-975-5905 生活介護

障がい者生活介護八尾の杜 581-0072 八尾市久宝寺三丁目１５番３９号 072-943-0089 生活介護

八尾市立障害者総合福祉センター 581-0081 八尾市南本町八丁目４番５号 072-993-0294 生活介護

ワークショップはな花 581-0085 八尾市安中町五丁目３番１１号 072-928-0002 生活介護

障がい福祉サービス「きっと」 581-0091 八尾市南植松町一丁目２７番８号 072-990-1017 生活介護

あけぼのホーム 581-0092 八尾市老原八丁目４１番地 072-993-9957 生活介護

ライフサポートおいばら 581-0092 八尾市老原八丁目５２番地－１ 072-991-5800 生活介護

老原デイサービスセンター愛の輪 581-0092 八尾市老原一丁目６１番地の３ 072-928-0230 生活介護

ゆうとおん（ゆうとおんはーと） 581-0817 八尾市久宝園二丁目３０番地の４ 072-993-0785 生活介護

ＣＬＡＮ八尾 581-0821 八尾市幸町四丁目７０番地の１ 072-928-5639 生活介護

ふわふわ 581-0822 八尾市高砂町二丁目４５番地の３６ 072-975-5125 生活介護

「障害」を持つ仲間と共に集う場
ひまわり

581-0831 八尾市山本町北８丁目３番２１号 072-997-3787 生活介護

ゆうとおんはーと 581-0834 八尾市萱振町七丁目６８－１ 072-926-6200 生活介護

ゆうとおんほーぷ 581-0834 八尾市萱振町七丁目７３番地の２ 072-927-1300 生活介護

デイサービス富士 581-0836 八尾市長池町二丁目４５番地の２２ 072-945-6100 生活介護

就労支援センタークリエイトしき 581-0844 八尾市福栄町二丁目37番地 072-925-1009 生活介護

ひばり作業所 581-0852 八尾市西高安町三丁目１８番３ 072-998-7650 生活介護

ワクワクセンターひばり 581-0852 八尾市西高安町三丁目１９番地 072-943-3556 生活介護

四季の森 581-0853 八尾市楽音寺６０９番地 072-940-5500 生活介護

しきファーム 581-0854 八尾市大竹七丁目１８３番地 072-941-4080 生活介護

里の風 581-0856 八尾市水越二丁目８１番地 072-940-3321 生活介護

障がい者支援施設愛光園 581-0865 八尾市服部川三丁目７４番地２ 072-940-5100 生活介護

しょうがいデイサービスあい 581-0865 八尾市服部川一丁目４８番地 072-941-0606 生活介護

生活介護ノーサイドＬＡＢＯ 581-0882 八尾市恩智北町一丁目１８６番地の１ 072-983-6886 生活介護

障害福祉サービスわくわく 582-0001
柏原市本郷三丁目９番６２号　柏原市立
自立支援センター内

072-971-2035 生活介護

風の森 582-0015 柏原市大字高井田1065番地 072-977-2522 生活介護

高井田苑 582-0015 柏原市大字高井田１０２０番地の５８ 072-975-3931 生活介護

ぽかぽかＲ 582-0018
柏原市大県三丁目１２番１４号　ヒルサ
イドスクエア１０１，１０２号室

072-921-1634 生活介護

いろは 582-0024 柏原市田辺一丁目８番３号 072-926-7908 生活介護

国分デイサービスセンター愛の輪 582-0024 柏原市田辺一丁目１３番１２号 072-975-2300 生活介護

夢工房くるみ 582-0026 柏原市旭ケ丘三丁目１３番８２号 072-978-3080 生活介護

藤共同作業所 583-0008 藤井寺市大井四丁目６番１５号 072-954-2124 生活介護

ぽんぽこＩＮＦＩＮＩＴＯ 583-0008 藤井寺市大井二丁目５番１０号 072-926-4840 生活介護

生活工房Ｍｅｋ１ｓｔ 583-0011 藤井寺市沢田二丁目８番１９号 072-976-6226 生活介護

ワーク　ピノ 583-0011 藤井寺市沢田四丁目９番３３号 072-952-3722 生活介護

にこにこハウス 583-0012 藤井寺市道明寺一丁目3番1号 072-959-2730 生活介護

ワーク　ピノⅡ 583-0013 藤井寺市古室一丁目１番１５号 072-936-8123 生活介護

ポプラ 583-0024 藤井寺市藤井寺四丁目11番8号 072-937-8781 生活介護

あおぞら作業所 583-0027 藤井寺市岡一丁目１５番３１号 072-937-8666 生活介護

あゆみ 583-0037 藤井寺市津堂三丁目２８６番５ 072-937-1248 生活介護

はびきの園 583-0841 羽曳野市駒ヶ谷１０６番地１ 072-957-4041 生活介護

デイサービスセンター　あすくの
里

583-0842 羽曳野市飛鳥１１番 072-957-1764 生活介護

あすか 583-0848 羽曳野市川向８５番１号 072-959-2062 生活介護

工房おりがみ 583-0854
羽曳野市軽里一丁目５－７　１０１・１
０２号室

072-959-6926 生活介護

ＣＲＯＳＳ 583-0854 羽曳野市軽里一丁目１０５番１号 072-926-4127 生活介護

ライフサポートなにわ 583-0857 羽曳野市誉田１７７２番地１ 072-957-0470 生活介護

ハピバール 583-0861 羽曳野市西浦１１１２番２ 072-958-3232 生活介護

生活介護　ソニオ 583-0861
羽曳野市西浦１６１６番地４　木匠ビル
１Ｆ

090-5674-0257 生活介護

いずみ 583-0863 羽曳野市蔵之内５５０番地の７ 072-956-6375 生活介護

ひまわり園 583-0864 羽曳野市羽曳が丘三丁目２４番１号 072-957-4500 生活介護

いやさか 583-0871 羽曳野市野々上五丁目６番１０号 072-931-0990 生活介護

ホープスオンデマンド 583-0876 羽曳野市伊賀三丁目１８番１号 072-937-5515 生活介護

ライフサポートぐっぴい 583-0883 羽曳野市向野二丁目６番１８号 072-931-5552 生活介護

みすぎ 583-0883 羽曳野市向野一丁目4番20号 072-959-2036 生活介護

きなこの家 583-0883 羽曳野市向野一丁目９番６号 090-7554-2000 生活介護

恵我之荘あったか 583-0886 羽曳野市恵我之荘一丁目７番６号 072-931-3001 生活介護

つばき作業所 583-0991 南河内郡太子町春日９６３番地１ 0721-98-4090 生活介護

デイジー 583-0991 南河内郡太子町大字春日１１０番地 0721-68-7711 生活介護
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クレシェンド 583-0991 南河内郡太子町春日１１９８番１６号 0721-55-2977 生活介護

デイサービスＧＯＹＡ 583-0992 南河内郡太子町山田２６５２番地の４ 0721-69-6667 生活介護

科長の郷 583-0993 南河内郡太子町大字畑１００番地１ 0721-98-5000 生活介護

桃花塾通所部 584-0008 富田林市喜志２０６７番地 0721-23-2076 生活介護

桃花塾　成人部 584-0008 富田林市大字喜志２０６７番地 0721-23-2076 生活介護

桃花塾　第二成人部 584-0008 富田林市大字喜志２０６７番地 0721-23-2076 生活介護

まんてん 584-0014 富田林市川面町二丁目５番１８号 0721-24-7111 生活介護

わくわく富田林 584-0014 富田林市川面町二丁目５番１９号 0721-20-5288 生活介護

拓共同作業所 584-0042 富田林市北大伴町三丁目５番３０号 0721-25-5649 生活介護

生活介護陽だまり 584-0048 富田林市西板持町二丁目３番２３号 0721-21-6040 生活介護

第２拓作業所 584-0052 富田林市佐備１３８１番１ 0721-33-2580 生活介護

大阪府立こんごう福祉センターす
ぎのき寮

584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-34-2183 生活介護

大阪府立こんごう福祉センターし
いのき寮

584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-34-2184 生活介護

こんごう 584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-69-5036 生活介護

にじょう 584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-26-8013 生活介護

かつらぎ 584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-26-8002 生活介護

生活介護そら 584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-69-5031 生活介護

ココビジネススクール 584-0071 富田林市藤沢台六丁目２３番３８号 0721-55-2755 生活介護

テンダァハート 584-0072 富田林市高辺台一丁目２番１２号 0721-28-7905 生活介護

テンダァぷらす 584-0072 富田林市高辺台一丁目１１番１８号 0721-28-9061 生活介護

サンキューネット・生活介護（共
生型）

584-0079 富田林市五軒家一丁目４番１１号 072-365-2359 生活介護

つじやま作業所 584-0081 富田林市廿山２０番７号 0721-40-1511 生活介護

梅の里ホーム 584-0081 富田林市大字廿山２０番地の８ 0721-40-1511 生活介護

四天王寺悲田富田林苑 584-0082 富田林市向陽台一丁目３番２０号 0721-29-0320 生活介護

四天王寺和らぎ苑 584-0082 富田林市向陽台１－３－２１ 0721-29-0836 生活介護

すぷらうと 584-0082 富田林市向陽台５丁目７－１５ 0721-21-7657 生活介護

あすかの園 585-0002 南河内郡河南町大字一須賀３９９番地１ 0721-93-7002 生活介護

ぽらりす 585-0002 南河内郡河南町大字一須賀７６８－１ 0721-70-7222 生活介護

あしべ作業所 585-0005 南河内郡河南町大宝四丁目２０番地８ 0721-70-7806 生活介護

草笛の家 585-0014 南河内郡河南町大字白木１０３３番地４ 0721-90-3500 生活介護

山ゆり作業所 585-0053
南河内郡千早赤阪村大字小吹６８番地の
７８０

0721-72-1443 生活介護

千早赤阪春の家デイサービスセン
ター

585-0055
南河内郡千早赤阪村大字東阪１２２－１
番地

0721-70-2525 生活介護

なっつ 586-0014
河内長野市長野町４－９　うすやビル３
Ｃ

070-5664-1920 生活介護

地域生活総合支援センターきらら 586-0024 河内長野市西之山町２番２１号 0721-53-5989 生活介護

つぼみ 586-0024 河内長野市西之山町４－３１ 0721-69-6508 生活介護

障がい者デイサービスかえで 586-0032 河内長野市栄町３０番４６号 0721-55-4886 生活介護

ライフサポートあおぞら 586-0039 河内長野市楠ケ丘４３番１号 0721-62-8500 生活介護

生活介護うらら 586-0068
河内長野市北青葉台２－１６　Ｌａｃｈ
ｅｌｎｓ　Ｇｒｕｎ２階

0721-26-7529 生活介護

かれん 586-0077 河内長野市南花台四丁目１８番２３号 0721-62-4704 生活介護

ななほしベース天野 586-0086 河内長野市天野町６８２番１ 0721-52-7704 生活介護

河内長野市立障がい者福祉セン
ター「あかみね」

586-0094 河内長野市小山田町３７９番地の１６ 0721-56-1590 生活介護

あまの園 586-0094 河内長野市小山田町６７－８ 0721-56-7837 生活介護

ワークメイト聖徳園Ⅱ 586-0094 河内長野市小山田町３７９番地１３ 0721-55-6568 生活介護

えーゆーホーム 587-0011 堺市美原区丹上４０６－１ 072-294-6521 生活介護

ほんまちライフひこぼし 587-0012 堺市美原区多治井１０５番地３ 072-288-6900 生活介護

ワークセンターつつじ 587-0021 堺市美原区小平尾９５３番地 072-369-7224 生活介護

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９５３ 072-369-7224 生活介護

やまぼうし作業所 587-0022 堺市美原区平尾２０番地１ 072-349-7747 生活介護

はなみずき作業所 587-0022 堺市美原区平尾２０番地５ 072-363-8880 生活介護

ＶＩＶＯ　ＨＯＵＳＥ　ドビー 589-0004 大阪狭山市東池尻三丁目２５３８－２ 090-5661-7188 生活介護

地域生活総合支援センターワーク
くみのき

589-0012 大阪狭山市東茱萸木三丁目２１５３番地 072-368-8550 生活介護

サニーサイド作業所 589-0012
大阪狭山市東茱萸木二丁目１９２０番地
１

072-349-9031 生活介護

生活介護パークス 589-0013
大阪狭山市茱萸木八丁目２０６９番地の
８

072-360-1124 生活介護

通所介護トレーニングはうす 589-0013
大阪狭山市茱萸木四丁目１３４５番地の
１

072-367-8003 生活介護

アルカディア 589-0016 大阪狭山市大野西１２３７－１ 072-368-1237 生活介護

おーじー 589-0021 大阪狭山市今熊１丁目５５０－４ 072-289-8731 生活介護
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地域生活支援センターＷＡｉＷＡ
ｉ

589-0021 大阪狭山市今熊七丁目１８９番地１ 080-6104-4466 生活介護

ふあり 589-0022
大阪狭山市西山台３丁目５－１９　ラ・
モアレⅠビル１Ｆ

072-202-8607 生活介護

わおんぷらす 589-0023 大阪狭山市大野台１丁目３２番５８号 072-289-7455 生活介護

たんぽぽの丘 589-0034 大阪狭山市山本中１３５８番地 072-289-7503 生活介護

しあわせ作業所 590-0003 堺市堺区高須町三丁１番１９号 072-255-7000 生活介護

ケアセンターはるかぜ 590-0011 堺市堺区香ケ丘町１－４－９ 072-269-4429 生活介護

ハッピーポケット 590-0011 堺市堺区香ケ丘町四丁２番３８号 072-232-5717 生活介護

おめでたい 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁９番１号 072-220-5458 生活介護

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３番１号 072-238-2335 生活介護

しののめハウス 590-0013 堺市堺区東雲西町四丁７番２号 072-222-5131 生活介護

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

072-282-8031 生活介護

南部交流センター 590-0018 堺市堺区今池町四丁７番３３号 072-238-6541 生活介護

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 072-226-5151 生活介護

アトリエｈａｎａ 590-0101 堺市南区宮山台三丁１番地１０ 072-297-4878 生活介護

でぃあふれんず 590-0101 堺市南区宮山台三丁１番２０号 072-295-7227 生活介護

ケアセンター仲村 590-0101 堺市南区宮山台四丁７番９号 072-284-3700 生活介護

ワンダーさかい 590-0103 堺市南区深阪南１０３番地 072-247-4769 生活介護

えーゆーハウス 590-0104 堺市南区土佐屋台１３２１番４号 072-237-0294 生活介護

みんなのマーケットるぴなす（は
ぴな）

590-0117 堺市南区高倉台三丁２－２ 072-284-7039 生活介護

ふれあいの里かたくら 590-0121 堺市南区片蔵１６５番地 072-291-5679 生活介護

第２ふれあいの里かたくら 590-0121 堺市南区片蔵１７６－１番地 072-291-5679 生活介護

パル・茅渟の里 590-0122 堺市南区釜室９９５番地１ 072-290-6880 生活介護

絆あけぼの 590-0133 堺市南区庭代台二丁９番１号 072-289-8770 生活介護

堺あけぼの園 590-0134 堺市南区御池台五丁２番６号 072-292-9002 生活介護

故郷デイサービス 590-0134 堺市南区御池台四丁７番地２ 072-248-5165 生活介護

みきた作業所 590-0135 堺市南区別所１４８０番地１ 072-294-7755 生活介護

せんぼく障害者作業所 590-0142 堺市南区檜尾１３８２番地６ 072-296-4520 生活介護

第２せんぼく障害者作業所 590-0142 堺市南区檜尾１６番地 072-289-6018 生活介護

ピュアあすなろ 590-0156 堺市南区稲葉三丁１５８１番地 072-260-5570 生活介護

多機能型事業所やさか 590-0405
泉南郡熊取町大久保南三丁目１３９２番
２１

072-453-6682 生活介護

くまとり弥栄園 590-0405
泉南郡熊取町大久保南三丁目１３８０番
地の３

072-452-7030 生活介護

なかまの里 590-0441 泉南郡熊取町大字久保2329番地 072-453-7545 生活介護

つばさ 590-0451 泉南郡熊取町大字野田２３２番地１ 072-452-6947 生活介護

熊取ひまわりの里 590-0451 泉南郡熊取町野田三丁目２４１番地１ 072-452-9822 生活介護

デイサービスセンター永楽 590-0451 泉南郡熊取町野田三丁目2468番地の8 072-453-6111 生活介護

熊取療育園 590-0457 泉南郡熊取町朝代東四丁目２２番１２号 072-453-5655 生活介護

めばえのえがお♪ 590-0503 泉南市新家３５６４番地の２ 072-480-5085 生活介護

さくらっこ 590-0503 泉南市新家１４９５番地の５ 072-415-4879 生活介護

やすらぎのえがお♪ 590-0503 泉南市新家５５９ 072-485-3111 生活介護

泉南デイホーム 590-0504 泉南市信達市場１２２２番地１２ 072-483-3082 生活介護

みらいデイセンター 590-0504 泉南市信達市場１９４３－１ 072-425-9029 生活介護

デイサービスふくはち 590-0505 泉南市信達大苗代９３０番地－１ 072-480-2026 生活介護

泉南デイサービスセンターつばさ 590-0521 泉南市樽井一丁目8番47号 072-485-0770 生活介護

大阪府立砂川厚生福祉センターい
ぶき

590-0525 泉南市馬場三丁目１５６６番地 072-482-2881 生活介護

ウィンディ・ウィローズ 590-0525 泉南市馬場一丁目１２番８号 072-482-8282 生活介護

障害福祉サービス事業（ふれあい
泉南（生活介護））

590-0535 泉南市りんくう南浜３番７ 072-480-5604 生活介護

サライ 590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町二丁２３７番地１ 072-247-3373 生活介護

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 072-245-7485 生活介護

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 072-275-8510 生活介護

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　ＦＯ
ＣＴファーストビル

072-267-6528 生活介護

おおはま障害者作業所 590-0829 堺市堺区東湊町五丁２７６番 072-241-1900 生活介護

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１ 072-243-0750 生活介護

なのはな 590-0835 堺市堺区西湊町六丁２番６号１０１号 072-267-4494 生活介護

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 072-225-0371 生活介護

ＣＬＡＮ堺 590-0964 堺市堺区新在家町東４丁１番３号 072-225-5850 生活介護

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２ 072-255-3770 生活介護

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１ 072-252-3801 生活介護
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ほくぶ障害者作業所 591-8011 堺市北区南花田町５３６番地１ 072-254-5778 生活介護

第２ほくぶ障害者作業所 591-8011 堺市北区南花田町５３２番地３ 072-254-3292 生活介護

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

072-259-5780 生活介護

陵東館長曽根 591-8025 堺市北区長曾根町７１３番地の２ 072-259-0010 生活介護

あいらぶ作業所 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁１９番６号 072-240-0222 生活介護

あのね工房 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁１５番９号 072-275-4900 生活介護

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

072-256-7221 生活介護

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２ 072-254-1162 生活介護

地域生活はな来楽部 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁７９－１ 072-258-8700 生活介護

百舌鳥あったか 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町二丁９４番１ 072-267-4521 生活介護

高石障害者作業所 592-0002 高石市羽衣五丁目７番１５号 072-263-6463 生活介護

共生ホームたんぽぽの家 592-0003 高石市東羽衣７丁目６番１６号 072-267-1120 生活介護

デイサービス　さくらの希 592-0004 高石市高師浜１－８－１３ 072-267-0325 生活介護

ちゅーりっぷ 592-0012 高石市西取石３丁目１３番１８号 072-242-6973 生活介護

いずみ通所センター 592-0013 高石市取石五丁目１０番３５号 072-271-5588 生活介護

第２いずみ通所センター 592-0014 高石市綾園四丁目５番２８号 072-264-0553 生活介護

有限会社ハートケアー羽衣 592-0014 高石市綾園１丁目１３番１８号 072-265-5819 生活介護

小規模多機能型居宅介護ソラスト
高石

592-0014 高石市綾園三丁目１番２８号 072-265-6863 生活介護

みなみな結いの里 592-8333 堺市西区浜寺石津町西五丁１１－２１ 072-267-6870 生活介護

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

072-281-3301 生活介護

作業所ヒマワリ 593-8307 堺市西区平岡町２０－１ 072-289-6922 生活介護

わららか 593-8312 堺市西区草部７８３番地 072-275-1575 生活介護

わららか草部 593-8312 堺市西区草部７８３番地１ 072-275-1575 生活介護

堺あすなろ園 593-8312 堺市西区草部７４４番地６ 072-271-3665 生活介護

あすなろ万崎の郷 593-8312 堺市西区草部９３１番地２ 072-272-7229 生活介護

堺福泉療護園 593-8312 堺市西区草部３４１番地 072-271-0008 生活介護

あすなろ授産所 593-8312 堺市西区草部４９３番地１ 072-271-8001 生活介護

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

072-260-3180 生活介護

デイサービスつばき堺 593-8316 堺市西区山田一丁１０８４番地１ 072-260-5771 生活介護

ナックハートハウス 594-0002
和泉市上町４３３番地の１　コーポラス
杉１０７号

0725-90-7538 生活介護

第３いずみ通所センター 594-0003 和泉市太町２１２番地の７８ 0725-40-3435 生活介護

デイサービスみかん 594-0003 和泉市太町２４番１ 0725-43-5555 生活介護

第１ここの家 594-0004 和泉市王子町三丁目１２番２号 0725-43-3301 生活介護

エミュー 594-0004 和泉市王子町１０８４番地の３ 0725-45-6363 生活介護

第６ここの家 594-0004 和泉市王子町三丁目１２番１６号 0725-43-3301 生活介護

ワークステーションりんく 594-0022 和泉市黒鳥町三丁目３番３７号 0725-90-5700 生活介護

ＩＬ伯太 594-0023 和泉市伯太町三丁目１３番５７号 0725-41-8191 生活介護

太平 594-0023 和泉市伯太町三丁目１３番６８号 0725-45-2760 生活介護

フレンズ 594-0031 和泉市伏屋町二丁目３番３９号 0725-58-7777 生活介護

大阪ワークセンター 594-0031 和泉市伏屋町五丁目１０番１１号 0725-57-0883 生活介護

光明荘デイサービスセンター 594-0031 和泉市伏屋町三丁目８番１号 0725-56-0313 生活介護

さらの郷 594-0032 和泉市池田下町１３９７番地１ 0725-41-7251 生活介護

やよい園 594-0032 和泉市池田下町８７２番２ 0725-55-3873 生活介護

友愛作業所 594-0042 和泉市箕形町五丁目１１番９号 0725-46-6164 生活介護

ライフスクールのあ 594-0053 和泉市芦部町２２１番地 0725-99-8767 生活介護

えいる 594-0071 和泉市府中町八丁目４番２２号　１階 0725-46-5757 生活介護

多機能型事業所　あした天気に
なーれ作業所　府中

594-0071
和泉市府中町五丁目９番２０号　ヴェル
ドミール府中１０３、１０４号

090-3899-9471 生活介護

ビオラ和泉デイサービスセンター 594-0073 和泉市和気町三丁目５番１９号 0725-46-0460 生活介護

フルールいずみ 594-0083 和泉市池上町三丁目７番３０号 0725-46-1711 生活介護

生活介護　わわステーション 594-0083 和泉市池上町四丁目２番３号 0725-24-4030 生活介護

作業所マカリイ 594-1101 和泉市室堂町８０４番地１０ 0725-50-5333 生活介護

なおファミリーⅡ 594-1101 和泉市室堂町７２６番地の３８ 0725-30-0554 生活介護

ぽかぽかのおうち 594-1104 和泉市万町５７番地 0725-90-6415 生活介護

グリーン 594-1111 和泉市光明台三丁目２５番１号 0725-55-7112 生活介護

Ｗｉｓｈ　Ｈｏｕｓｅ 594-1111 和泉市光明台二丁目１４番１６号 0725-24-4732 生活介護

ゆとりの里 594-1112 和泉市三林町１００８番 0725-50-5777 生活介護

デイサービスセンターわだち 594-1124 和泉市南面利町１３番地 0725-92-1303 生活介護

フリースペースつばさ 594-1156 和泉市内田町三丁目１番４０号 0725-24-3401 生活介護

障がいデイサービス太陽Ⅱ 595-0004 泉大津市千原町二丁目８番１８号 0725-23-7515 生活介護
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めぐみデイサービス 595-0013 泉大津市宮町１番１５号 0725-22-8009 生活介護

クローバー 595-0021
泉大津市東豊中町１－８－２３　シティ
ハイツ１階

0725-46-2326 生活介護

ワークショップかりん 595-0023 泉大津市豊中町二丁目８番１９号 0725-21-2943 生活介護

カモメ 595-0044 泉大津市河原町２番１３号 0725-32-3710 生活介護

みなと 595-0054 泉大津市汐見町８５番地の１ 0725-20-3710 生活介護

ワークさつき 595-0061 泉大津市春日町２３番３号 0725-22-8981 生活介護

生活介護パイオニア 595-0071
泉大津市助松町一丁目３番３３号　エク
セラート北助松１Ｆ店舗３

0725-90-7775 生活介護

ピープルライテイングスクール泉
北

595-0801 泉北郡忠岡町高月北一丁目１２番２号 0725-46-3683 生活介護

ピープルデイサービスセンターた
だおか

595-0801 泉北郡忠岡町高月北一丁目１１番３号 0725-46-3333 生活介護

スクエア 595-0802 泉北郡忠岡町高月南二丁目４番１４号 0725-58-6164 生活介護

障がい者デイサービスアネトス 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東一丁目１５番２８号 0725-32-2481 生活介護

障害福祉サービスおりーぶの森 595-0812 泉北郡忠岡町忠岡中一丁目１１－２５ 0725-23-5252 生活介護

ニチイケアセンター岸和田 596-0001 岸和田市磯上町二丁目１番１８号 072-430-6747 生活介護

ぐっすら作業所 596-0004
岸和田市荒木町１丁目１３－３　ライフ
パートⅢ１０１号

072-445-5115 生活介護

かふぇぐるっぽ 596-0041 岸和田市下野町一丁目１２番１２号 072-447-5381 生活介護

かふぇぐるっぽ 596-0041 岸和田市下野町一丁目１２番１２号 072-447-5381 生活介護

ワークショップきしわだ 596-0042 岸和田市加守町四丁目６番１９号 072-440-0078 生活介護

そらいろ 596-0042 岸和田市加守町二丁目７番２号 072-437-0591 生活介護

第２ワークショップきしわだ 596-0042 岸和田市加守町四丁目２６番１９号 072-440-0078 生活介護

音いろ 596-0042 岸和田市加守町二丁目１０番１５号 070-8316-3223 生活介護

岸和田障害者共同作業所 596-0044 岸和田市西之内町４１番３９号 072-445-1261 生活介護

デイサービスセンター青い鳥 596-0044 岸和田市西之内町７番２１号 072-437-6358 生活介護

さらなセブン 596-0046 岸和田市藤井町１丁目７－８ 072-424-3197 生活介護

中央デイサービス 596-0046 岸和田市藤井町二丁目５番３４号 072-430-2200 生活介護

作業所ふくわらい 596-0048
岸和田市上野町西２７番８０号　川口ビ
ル１０１号室、１０２号室

072-493-8843 生活介護

株式会社ＴＤＦデイサービスセン
ター心

596-0049 岸和田市八阪町三丁目５番２号 072-437-1321 生活介護

なごみ 596-0051
岸和田市岸野町１８－１　シノハラビル
２、３、４階

072-493-8081 生活介護

デイサービス１（ワン） 596-0054 岸和田市宮本町２０番３ 072-424-3552 生活介護

デイサービスセンターコリオン 596-0078 岸和田市南上町二丁目２６番２９号 072-430-3332 生活介護

第三岸和田作業所 596-0102 岸和田市山直中町８７５番地 072-441-1308 生活介護

山直ホーム 596-0102 岸和田市山直中町８４０番地 072-441-1343 生活介護

シュレオーテ 596-0102 岸和田市山直中町８４１－１ 072-448-7772 生活介護

第２ウォッシュハウス 596-0102 岸和田市山直中町８３９番地 072-441-1700 生活介護

ＢＡ－ＮＡ　バナンチュ 596-0103 岸和田市稲葉町１０６６番地 072-479-1515 生活介護

デイサービスセンター青い鳥 596-0802 岸和田市西大路町３－１ 072-493-6781 生活介護

東山自立センター 596-0808 岸和田市三田町１３３６番地 072-445-7168 生活介護

デイサービスセンターコリオン２
号館

596-0811 岸和田市下池田町一丁目７番１５号 072-441-2500 生活介護

まんてん！ 596-0812 岸和田市大町４８３－１ 072-424-3351 生活介護

岸和田光生療護園 596-0815 岸和田市三ケ山町２１４番４ 072-443-0111 生活介護

岸和田採光学園 596-0815 岸和田市三ケ山町２１１番 072-443-0492 生活介護

岸和田光が丘療護園 596-0815 岸和田市三ケ山町３７９番地 072-443-0678 生活介護

岸和田光が丘学園 596-0815 岸和田市三ケ山町３７９番地 072-443-0678 生活介護

岸和田光生療護園　新館 596-0815 岸和田市三ケ山町２０５番地 072-448-5900 生活介護

つじいリハビリ・デイサービス 596-0816 岸和田市尾生町三丁目３番５０号 072-445-0847 生活介護

美花リハビリ・デイサービス 596-0816 岸和田市尾生町六丁目６番２９号 072-448-7000 生活介護

医療法人利田会　デイサービスセ
ンターうらら

596-0816 岸和田市尾生町２９７９番地４ 072-447-4439 生活介護

特別養護老人ホーム萬寿園 596-0816 岸和田市尾生町８０８番地 072-445-0749 生活介護

美花リハビリディサービス 596-0816 岸和田市尾生町六丁目６番２９号 072-448-7000 生活介護

つじいリハビリ・デイサービス 596-0816 岸和田市尾生町三丁目３番５０号 072-445-0847 生活介護

ＯＫハウス友 596-0821
岸和田市小松里町２０６４番地　ＭＫビ
ル１０１号

072-441-5455 生活介護

ОＫハウス 596-0821
岸和田市小松里町２０６５番地　コマツ
ビル１０５号

072-493-2951 生活介護

ニチイケアセンターはぶ 596-0825 岸和田市土生町二丁目３１番３４号 072-430-5920 生活介護

生活介護ジラフ 596-0825 岸和田市土生町２４７５－２２ 072-477-3535 生活介護

アルケルデイサービス 596-0825 岸和田市土生町３０９番地 072-427-5323 生活介護

運動デイ　ハート 596-0827 岸和田市上松町三丁目７番３０号 072-425-7532 生活介護

みやび作業所 597-0015 貝塚市堀三丁目２３番１９号 072-430-2555 生活介護

いっぽ 597-0022 貝塚市新井１０７ 072-432-8603 生活介護
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泉州聴覚障害者センターなんなん 597-0033 貝塚市半田一丁目２０番９号 072-428-6800 生活介護

貝塚こすもすの里 597-0042 貝塚市名越1087番地の5 072-421-3838 生活介護

せんごくの里 597-0051 貝塚市王子１１８３番３ 072-437-1075 生活介護

ガマダシモン 597-0053 貝塚市地蔵堂３７６番地３ 072-432-4055 生活介護

森の小径 597-0053 貝塚市地蔵堂４５０番 072-488-7802 生活介護

夢二色 597-0062 貝塚市澤５７４番地 072-447-6450 生活介護

ＬＩＮＫＳ 597-0072
貝塚市畠中２丁目２２－３　ロンネスト
ＷＡＶＥ　ＨＯＵＳＥ１０１号室

072-430-5540 生活介護

生活介護事業所アップル 597-0072
貝塚市畠中一丁目７番４５号　ハイネス
ピヴァット１０１

072-479-3681 生活介護

貝塚いぶき作業所 597-0073 貝塚市脇浜三丁目２５番７４号 072-423-5439 生活介護

つげの木支援センター 597-0082 貝塚市石才２１１番地１ 072-479-5180 生活介護

自立センターどんまい 597-0095 貝塚市港５２番１ 072-439-2655 生活介護

ほっこりの里 597-0105 貝塚市三ツ松１７０８番１ 072-421-2222 生活介護

わい×２ 598-0002 泉佐野市中庄１５２２－１ 072-463-2297 生活介護

さらなプラス 598-0002 泉佐野市中庄１０８１－９０ 072-424-3377 生活介護

すぷらうと 598-0005
泉佐野市市場東二丁目１３番１８号　関
西ホームビル４階

072-462-3910 生活介護

関西メディカルサポート療養型デ
イサービスセンター

598-0013 泉佐野市中町一丁目４番３２号 072-458-3455 生活介護

ライフワークぎんなん 598-0021 泉佐野市日根野３５３２番地 072-467-2765 生活介護

Ｌｅａｆ 598-0021 泉佐野市日根野５２７－１４ 072-449-1820 生活介護

ささゆり作業所 598-0022 泉佐野市土丸９０４番地 072-459-7024 生活介護

ゆかりの里 598-0023 泉佐野市大木１０番地 072-459-7814 生活介護

和泉の里 598-0023 泉佐野市大木２２４７番地の１ 072-459-7613 生活介護

障害者支援施設光園 598-0023 泉佐野市大木１１１７番地 072-459-7229 生活介護

恵誠の里 598-0024 泉佐野市上之郷２００７番地の１ 072-467-1181 生活介護

生活介護事業　ねがい 598-0035 泉佐野市南中樫井５９８番地の１ 072-457-3006 生活介護

障がい者支援施設泉ヶ丘療護園 598-0071 泉佐野市鶴原９３５番地の３ 072-458-6030 生活介護

チャレンジド生活支援センターホ
ライズン

598-0071 泉佐野市鶴原１６１１－３ 072-460-0112 生活介護

生活介護事業所　２号館きずな 599-0201 阪南市尾崎町１５０－１ 072-471-8000 生活介護

さつき園 599-0211 阪南市鳥取中9番1号 072-471-6868 生活介護

ぽけっと学園 599-0212 阪南市自然田９９０番地 072-473-4577 生活介護

舞グリーンフレンズ 599-0224 阪南市舞三丁目４１番２号 072-471-9595 生活介護

ピープルデイサービスセンターは
んなん

599-0231 阪南市貝掛１７９番地の４ 072-472-6633 生活介護

多機能型事業所　レインボー 599-0232 阪南市箱作１１０３番地 072-474-4887 生活介護

生活介護事業所　きずな 599-0236 阪南市桃の木台１丁目７－１ 072-476-0717 生活介護

さくらデイサービスセンター 599-0236 阪南市桃の木台一丁目２番地の１ 072-476-0200 生活介護

愛の家「かがやき」 599-0301 泉南郡岬町淡輪１６００番地 072-494-0123 生活介護

知的障害児施設　愛の家「きぼ
う」

599-0301 泉南郡岬町淡輪１６００番地 072-494-0123 生活介護

愛の家「工房みさき」 599-0311 泉南郡岬町多奈川谷川１６５８番地１ 072-499-1123 生活介護

菩提の家 599-8103 堺市東区菩提町一丁５３番地１ 072-287-1584 生活介護

はたけの家ぼだい 599-8103 堺市東区菩提町二丁１５ 072-288-5775 生活介護

青い鳥 599-8114 堺市東区日置荘西町八丁１番１号 072-286-2260 生活介護

堺東部障害者作業所 599-8121 堺市東区高松１０６番地 072-237-2635 生活介護

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 072-239-5639 生活介護

ケアスペースつむぎ 599-8233 堺市中区大野芝町２０４－６ 072-234-6811 生活介護

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１ 072-290-7427 生活介護

キャン・ベル 599-8234 堺市中区土塔町２４８４番地 072-239-2288 生活介護

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２０４４－６０ 072-234-8011 生活介護

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 072-242-8227 生活介護

ゆずスタ 599-8238 堺市中区土師町三丁３２－３２ 072-260-4271 生活介護

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 072-276-0256 生活介護

ヘッドウェイ堺 599-8241 堺市中区福田９１番地 072-235-2458 生活介護

集い「あけぼの」 599-8244 堺市中区上之８５３番地１ 072-239-6787 生活介護

紬「あけぼの」 599-8244 堺市中区上之８３７ 072-289-6929 生活介護

楽「あけぼの」 599-8244 堺市中区上之８３８－１ 072-234-6052 生活介護
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くるみの樹 599-8247 堺市中区東山２５２－６ 072-289-1235 生活介護

きぼうの風 599-8247 堺市中区東山１０７番地２ 072-237-7180 生活介護

堺みなみ 599-8251 堺市中区平井６７１番地２ 072-278-5681 生活介護

ボンの山作業所 599-8251 堺市中区平井４８２番地 072-276-0160 生活介護

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１ 072-256-4770 生活介護

えーゆールーム 599-8253 堺市中区深阪一丁１３番８３－１０１号 072-277-0294 生活介護

デイサービス向日葵 599-8253 堺市中区深阪三丁５番４０号 072-369-4557 生活介護

デイセンターフレンズ 599-8254 堺市中区伏尾７９番地 072-276-7616 生活介護

あしすとデイ 599-8262 堺市中区八田北町２９７番－１ 072-278-4041 生活介護

ウイングデイ 599-8262 堺市中区八田北町５９５－１ 072-275-9641 生活介護

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 072-277-7140 生活介護

てぃーだ 599-8271 堺市中区深井北町３４３６番地 072-242-4811 生活介護

ニチイケアセンター深井 599-8271 堺市中区深井北町６４６－２ 072-276-0662 生活介護

げんき作業所 599-8272 堺市中区深井中町１１９７番地１ 072-277-1802 生活介護

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２ 072-277-6126 生活介護

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２０ 072-242-8718 生活介護

サニー・サイト 599-8273 堺市中区深井清水町３６５０番１ 072-281-3359 生活介護

サニー・ばなな 599-8273 堺市中区深井清水町１７３６－２ 072-275-6702 生活介護

ワ―カウト深井駅前 599-8273 堺市中区深井清水町３８４７ 072-242-4011 生活介護

作業所ホクレア 599-8275 堺市中区東八田３９７番地１ 072-275-9595 生活介護

福祉事業所すばる（すばる淀川事
業所）

618-0013 三島郡島本町江川２丁目２番２号 075-961-1691 生活介護

デイセンター　ふらっぷ 618-0022 三島郡島本町桜井三丁目４番２号 075-925-5223 生活介護

作業所わくわく 618-0024 三島郡島本町若山台一丁目７９３番４ 075-961-6095 生活介護

事業所名称 郵便番号 所在地 ＴＥＬ サービス種類
脳卒中リハビリセンター・トリニ
ティ

531-0076
大阪市北区大淀中二丁目１１番８号　プ
レジャーズコーポレーションビル３階

06-6454-1575 自立訓練（機能訓練）

リハビリセンター癒の道 532-0002 大阪市淀川区東三国一丁目２７番３号 06-6836-9161 自立訓練（機能訓練）

日本ライトハウスきらきら 538-0042 大阪市鶴見区今津中二丁目４番３７号 06-6961-5521 自立訓練（機能訓練）

看護小規模多機能ホーム　なごみ
庵

544-0013 大阪市生野区巽中四丁目１番１号 06-6754-0025 自立訓練（機能訓練）

小規模多機能型ホームくらしさ瓜
破東

547-0022 大阪市平野区瓜破東八丁目１番１３号 06-4302-3434 自立訓練（機能訓練）

大阪市更生療育センター 547-0026 大阪市平野区喜連西六丁目２番５５号 06-6797-6681 自立訓練（機能訓練）

デイサービスひいらぎ 557-0001 大阪市西成区山王二丁目５番１４号 06-4397-6669 自立訓練（機能訓練）

Ｆｅｌｉｃｅ　Ｌｉｆｅ 557-0043
大阪市西成区玉出東一丁目１１番５号
プルメリア玉出１階

06-4980-1534 自立訓練（機能訓練）

大阪府立障害者自立センター 558-0001 大阪市住吉区大領三丁目２番３６号 06-6692-2971 自立訓練（機能訓練）

里仁館身体障害者デイサービスセ
ンター

573-0001 枚方市田口山２－５－１ 072-856-6565 自立訓練（機能訓練）

デイサービスセンターしらかば 573-0003 枚方市出屋敷西町二丁目１番１号 072-849-1146 自立訓練（機能訓練）

すぷらうつ枚方駅前 573-0031 枚方市岡本町１０番２５号 072-841-8821 自立訓練（機能訓練）

枚方市立くずは北デイサービスセ
ンター

573-1103 枚方市楠葉野田３－１２－３ 072-866-5091 自立訓練（機能訓練）

枚方市立デイサービスセンター 573-1161 枚方市交北三丁目１番５２号 072-851-9200 自立訓練（機能訓練）

渚のオアシスデイサービスセン
ター

573-1178 枚方市渚西２－３２－６－１０８ 072-848-1502 自立訓練（機能訓練）

枚方市立総合福祉会館デイサービ
スセンター

573-1191 枚方市新町２－１－３５ 072-845-1701 自立訓練（機能訓練）

障害者デイサービスセンターるう
てる

575-0003 四條畷市岡山東三丁目９番５号 072-878-0686 自立訓練（機能訓練）

身体障害者デイサービスセンター
たちばなの里

577-0846 東大阪市岸田堂北町６番１号 06-6224-5111 自立訓練（機能訓練）

サポートスペース　ここりーど 577-0984 東大阪市菱江五丁目２番３４号 072-975-5706 自立訓練（機能訓練）

通所介護トレーニングはうす 589-0013
大阪狭山市茱萸木四丁目１３４５番地の
１

072-367-8003 自立訓練（機能訓練）

ケアセンター仲村 590-0101 堺市南区宮山台四丁７番９号 072-284-3700 自立訓練（機能訓練）

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

072-275-5019 自立訓練（機能訓練）

みなみな結いの里 592-8333 堺市西区浜寺石津町西五丁１１－２１ 072-267-6870 自立訓練（機能訓練）

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

072-260-3180 自立訓練（機能訓練）

デイサービスつばき堺 593-8316 堺市西区山田一丁１０８４番地１ 072-260-5771 自立訓練（機能訓練）

スクールきると 530-0004 大阪市北区堂島浜二丁目１番２１号 06-6136-5709 自立訓練（生活訓練）

ミント大阪 530-0041
大阪市北区天神橋三丁目８番９号　新末
広ビル６階

06-6335-9200 自立訓練（生活訓練）

自立訓練（機能訓練・生活訓練）・宿泊型自立訓練
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ニューロリワーク　梅田センター 530-0047
大阪市北区西天満二丁目１１番８号　ア
メリカンビル７０３

06-4397-4819 自立訓練（生活訓練）

こすもすくらぶ 531-0041
大阪市北区天神橋七丁目３番２号　大山
ビル８階

06-6940-0875 自立訓練（生活訓練）

アンサーベーシックキャンパス 531-0074
大阪市北区本庄東二丁目２番３０号　ウ
イッシュ大阪ビル８階

06-4300-5501 自立訓練（生活訓練）

リハビリセンター癒の道 532-0002 大阪市淀川区東三国一丁目２７番３号 06-6836-9161 自立訓練（生活訓練）

リワークセンター新大阪西口 532-0011
大阪市淀川区西中島七丁目１番８号　ウ
インビル５階

06-6300-7823 自立訓練（生活訓練）

ジョブジョイントおおさか 532-0023 大阪市淀川区十三東一丁目１番６号 06-6100-0150 自立訓練（生活訓練）

Ｌｉｎｋ 532-0031 大阪市淀川区加島一丁目６０番４６号 06-6308-7210 自立訓練（生活訓練）

社会福祉法人正真会生活訓練施設
加光

534-0024 大阪市都島区東野田町五丁目５番１６号 06-6351-8668 自立訓練（生活訓練）

ディスエイブルド就労支援セン
ター

534-0024
大阪市都島区東野田町一丁目２０番５号
４階

06-6882-6200 自立訓練（生活訓練）

ｓｅｅｄ 535-0002 大阪市旭区大宮一丁目１６番２号 090-4593-4622 自立訓練（生活訓練）

福祉事業型専攻科　ビアンカ 535-0012
大阪市旭区千林二丁目１６番８号　イズ
サンキチ邸１０１

06-6923-8847 自立訓練（生活訓練）

就労支援センターぜ・す・と 536-0008
大阪市城東区関目五丁目１５番３４号３
階

06-6967-9500 自立訓練（生活訓練）

チャレンズスクール 536-0016 大阪市城東区蒲生二丁目１番２５号 06-6935-0073 自立訓練（生活訓練）

ぜ・す・と 536-0016 大阪市城東区蒲生三丁目１０番１９号 06-6932-7580 自立訓練（生活訓練）

すぺーす 537-0012
大阪市東成区大今里三丁目１５番２３号
岸田ビル４階

06-6975-8680 自立訓練（生活訓練）

大阪障害者就労支援センター 537-0014
大阪市東成区大今里西一丁目２９番１４
号　富士火災今里ビル

06-6976-6060 自立訓練（生活訓練）

大阪ろう就労支援センター 540-0024
大阪市中央区南新町一丁目１番２号　７
階

06-6941-8111 自立訓練（生活訓練）

ライフリズム 541-0057
大阪市中央区北久宝寺町二丁目１番１５
号　船場エースビル８階

06-6265-0252 自立訓練（生活訓練）

たむらソーシャルネット　えん 542-0061
大阪市中央区安堂寺町二丁目２番１５号
島田ビル７０１号

06-6766-7071 自立訓練（生活訓練）

支援センターｉｓｈ 543-0001
大阪市天王寺区上本町七丁目１番７号
ベルヴィ上本町２Ｆ

06-6772-0032 自立訓練（生活訓練）

パラカレッジしんあい　真田山
キャンパス

543-0015
大阪市天王寺区真田山町２－２　東興ビ
ル　６階８・１０号室

06-6975-0015 自立訓練（生活訓練）

Ｃｏｍｅ－ｄａｙ 543-0017
大阪市天王寺区城南寺町５番３５号　Ｈ
Ｎビル

06-6761-2020 自立訓練（生活訓練）

フォーチュンエイド 543-0041
大阪市天王寺区真法院町６番１２号　真
法院ＪＮビル４階

06-6777-9717 自立訓練（生活訓練）

ＴＥＣＴＥＣスクール天王寺校 543-0052 大阪市天王寺区大道一丁目１４番１４号 06-6777-7605 自立訓練（生活訓練）

心楽 544-0013 大阪市生野区巽中四丁目１８番１４号 070-6508-7408 自立訓練（生活訓練）

看護小規模多機能ホーム　なごみ
庵

544-0013 大阪市生野区巽中四丁目１番１号 06-6754-0025 自立訓練（生活訓練）

アトリエコーナス 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋四丁目２４番１
３号

06-6659-9312 自立訓練（生活訓練）

リカバリハウスいちご 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田三丁目４番３号 06-6769-1517 自立訓練（生活訓練）

もくれんホオノキＰｌｕｓハナキ
リン

546-0023 大阪市東住吉区矢田六丁目８番７号 06-6699-9532 自立訓練（生活訓練）

小規模多機能型ホームくらしさ瓜
破東

547-0022 大阪市平野区瓜破東八丁目１番１３号 06-4302-3434 自立訓練（生活訓練）

スカイ・アンドロメダ 547-0024
大阪市平野区瓜破二丁目１番６４号　平
野ビル２０１

06-6702-0212 自立訓練（生活訓練）

大阪市更生療育センター 547-0026 大阪市平野区喜連西六丁目２番５５号 06-6797-6681 自立訓練（生活訓練）

サテライト・オフィス平野 547-0026
大阪市平野区喜連西四丁目７番１６号
石光ビル

06-4302-8977 自立訓練（生活訓練）

ｍｅｎｔａｌｆｉｔ平野 547-0045 大阪市平野区平野上町一丁目５番１０号 06-6718-4545 自立訓練（生活訓練）

生活訓練事業所Ｋａｉｅｎ大阪福
島

553-0003
大阪市福島区福島七丁目１９番１３号
マトバビル４階

050-2018-3219 自立訓練（生活訓練）

生活訓練　大阪マック 556-0006 大阪市浪速区日本橋東一丁目３番５号 06-6648-1717 自立訓練（生活訓練）

み・らいずワークス　なんば校２
号館

556-0011
大阪市浪速区難波中三丁目９番１号　難
波ビルディング２０３号

050-5840-3114 自立訓練（生活訓練）

Ｌ’ｓ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　おおさ
か

556-0027 大阪市浪速区木津川二丁目３番８号 06-6561-7730 自立訓練（生活訓練）

デイサービスひいらぎ 557-0001 大阪市西成区山王二丁目５番１４号 06-4397-6669 自立訓練（生活訓練）

ヒューマンインクルーシブセン
ター　クリエバ

557-0025 大阪市西成区長橋三丁目１番１７号 06-6567-7115 自立訓練（生活訓練）

大阪府立障害者自立センター 558-0001 大阪市住吉区大領三丁目２番３６号 06-6692-2971 自立訓練（生活訓練）

自立生活訓練クロスピース 558-0004
大阪市住吉区長居東一丁目１８番１１号
第２ハピネス１０５号

06-7507-2194 自立訓練（生活訓練）

ＳＴＡＩＲ 558-0013
大阪市住吉区我孫子東二丁目７番１３号
ロイヤルキタノ２０３

06-6607-1160 自立訓練（生活訓練）

つみき 558-0041
大阪市住吉区南住吉一丁目４番１５号
サコダビル２階

06-6615-9301 自立訓練（生活訓練）
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すぷらんぐるＣＡＦＥ 559-0017
大阪市住之江区中加賀屋二丁目６番１５
号　ストークマンション住之江２０４

090-8467-2244 自立訓練（生活訓練）

サポートセンターる～ぷ 561-0814 豊中市豊南町東二丁目６番１４号 06-6332-8866 自立訓練（生活訓練）

マインドエイド 561-0874
豊中市長興寺南一丁目３番５号　ニュー
グリーンシャトー１０１Ａ号室

06-4867-3122 自立訓練（生活訓練）

明光ワークス 562-0015 箕面市稲六丁目１５番２６号 072-729-2182 自立訓練（生活訓練）

のぞみ工作所 564-0026 吹田市高浜町６番６号 06-6319-3861 自立訓練（生活訓練）

わぁくワーク 564-0027 吹田市朝日町５番３２号　摂津ビル４階 06-6381-7671 自立訓練（生活訓練）

このゆびとまれ 564-0036 吹田市寿町一丁目４番２８号 06-6317-5003 自立訓練（生活訓練）

自立センターえさか 564-0051
吹田市豊津町１８番３７号　江坂ビジネ
スゾーン２０１・５０３・６０３・７０
３

06-6190-5413 自立訓練（生活訓練）

サポートセンターフルハウス 565-0842
吹田市千里山東二丁目２２番１４号ラ
ポール千里山２０１号

06-6339-6760 自立訓練（生活訓練）

発達応援カレッジ遊育園 566-0022 摂津市三島三丁目１３番２号 06-6382-0335 自立訓練（生活訓練）

摂津市立ひびきはばたき園 566-0062 摂津市鳥飼上五丁目２番８号 072-653-1212 自立訓練（生活訓練）

茨木市立障害者就労支援センター
かしの木園

567-0031 茨木市春日一丁目１５番２２号 072-626-5910 自立訓練（生活訓練）

就労支援センターオンワーク 567-0801 茨木市総持寺一丁目４番１号 072-621-7318 自立訓練（生活訓練）

就労支援センターフォルツァ 569-0071
高槻市城北町一丁目６番１９号　カンプ
リ城北ビル

072-670-2450 自立訓練（生活訓練）

ジョブジョイントおおさかたかつ
きブランチ

569-0072
高槻市京口町９番３号　関西産業ビル１
階、４階

072-668-1123 自立訓練（生活訓練）

支援センターはな 569-0803
高槻市高槻町４－３　高槻サタリービル
４Ｆ

072-668-1511 自立訓練（生活訓練）

ワークスポット 569-0814
高槻市富田町二丁目１－２４　ハイツエ
レガンス１階

072-696-4484 自立訓練（生活訓練）

医療法人西浦会自立訓練事業所パ
ザパ

570-0005 守口市八雲中町三丁目１３番１７号 06-6908-6416 自立訓練（生活訓練）

守口市立わかたけ園 570-0032 守口市菊水通二丁目８番１７号 06-6997-4748 自立訓練（生活訓練）

スタートライン 570-0062
守口市馬場町三丁目１４番６号　メゾン
エミール２０１号室

06-6997-6188 自立訓練（生活訓練）

うぃずサポートセンター守口 570-0076 守口市滝井西町三丁目５番１２号 06-6996-1715 自立訓練（生活訓練）

リライフ滝井ケアセンター 570-0076
守口市滝井西町二丁目３番２２号　吉岡
第２ビル２階

06-6997-7778 自立訓練（生活訓練）

ブレス守口 570-0079
守口市金下町二丁目２番１２号　サクセ
ス金下町３階

06-6993-3900 自立訓練（生活訓練）

ブリーゼ 572-0030 寝屋川市池田本町３０番６号 072-838-7230 自立訓練（生活訓練）

ＹＣＣカレッジ 572-0080
寝屋川市香里北之町３－２０メゾンイン
香里１階

072-831-1156 自立訓練（生活訓練）

ネヤハイム 572-0854 寝屋川市寝屋川公園２３７０番地６ 072-822-4908 自立訓練（生活訓練）

あんずシード 573-1105 枚方市南楠葉一丁目３０番１－３０３号 072-851-6565 自立訓練（生活訓練）

Ｃｏｃｏ　Ｃｏｌｏｒ 573-1171
枚方市三栗一丁目１－１４　ＫＹハイツ
１階

072-808-8494 自立訓練（生活訓練）

支援センターさくら 574-0036 大東市末広町１５番６号 072-871-0030 自立訓練（生活訓練）

ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｃｏｌｌａ
ｇｅ　ＣＲＥＣＩＯ

574-0042 大東市大野一丁目４番２５号 072-812-6011 自立訓練（生活訓練）

障害者デイサービスセンターるう
てる

575-0003 四條畷市岡山東三丁目９番５号 072-878-0686 自立訓練（生活訓練）

カラフルキャンパス 575-0042
四條畷市蔀屋本町13番29号　メゾン
ローゼ１階

072-819-9446 自立訓練（生活訓練）

交野自立センター 576-0063 交野市寺四丁目５９０番地の１ 072-893-4523 自立訓練（生活訓練）

Ｗｉｎ－Ｗｉｎ 577-0012 東大阪市長田東三丁目５番１９号 06-6743-1100 自立訓練（生活訓練）

就労支援センターレジスタ 577-0023 東大阪市荒本一丁目４番３２号 06-6789-8500 自立訓練（生活訓練）

青年の自立支援センターゆう 577-0054
東大阪市高井田元町二丁目４番６号　岸
田興産ビル

06-6787-2008 自立訓練（生活訓練）

リーブセンターひびき 577-0055 東大阪市長栄寺１０番２号 06-6782-9532 自立訓練（生活訓練）

アプレンド 577-0809 東大阪市永和二丁目８番２号 06-7639-1401 自立訓練（生活訓練）

アミュレ 577-0824 東大阪市大蓮東三丁目５番２４号 06-7501-8711 自立訓練（生活訓練）

アティレ 577-0825 東大阪市大蓮南四丁目１６番２５号 06-7494-7240 自立訓練（生活訓練）

リカバリースペースみーる 577-0841 東大阪市足代三丁目１番２２号 06-6732-3210 自立訓練（生活訓練）

Ｇフレンズ 577-0844 東大阪市太平寺二丁目１番３２号 06-4308-4086 自立訓練（生活訓練）

花園生活支援センター 578-0941
東大阪市岩田町二丁目１番３３号　アル
カディア弐番館

072-966-8014 自立訓練（生活訓練）

ふれあい工房 578-0963 東大阪市新庄四丁目４番２６号 072-966-6020 自立訓練（生活訓練）

サポートスペース　ここりーど 578-0984 東大阪市菱江五丁目２番３４号 072-975-5706 自立訓練（生活訓練）

わんせるふ 579-8001 東大阪市善根寺町四丁目１１番３９号 072-980-1717 自立訓練（生活訓練）

ぽぽろスクエア 580-0026 松原市天美我堂２丁目３３９番地の１ 072-349-3958 自立訓練（生活訓練）

みらいと 580-0043
松原市阿保三丁目５番２３号　梅の家ビ
ル３Ｆ

072-320-9089 自立訓練（生活訓練）

ＬＩＮＣＬＥ 581-0013 八尾市山本町南一丁目７番１２号 072-945-1015 自立訓練（生活訓練）
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クオーレ 581-0025 八尾市天王寺屋七丁目８９番地の１ 072-911-2977 自立訓練（生活訓練）

紬 581-0072 八尾市久宝寺三丁目１番２２号 072-992-0225 自立訓練（生活訓練）

生活訓練事業所ほはば 581-0811 八尾市新家町七丁目１番地の６ 072-970-5533 自立訓練（生活訓練）

ラ・リューシュ 583-0026 藤井寺市春日丘三丁目８番２６号 072-953-7887 自立訓練（生活訓練）

デイサービスＧＯＹＡ 583-0992 南河内郡太子町山田２６５２番地の４ 0721-69-6667 自立訓練（生活訓練）

社会福祉法人富田林市社会福祉協
議会デイサービスセンターかがり
の郷

584-0043 富田林市南大伴町4-4-1 0721-20-6073 自立訓練（生活訓練）

メープル関西 584-0073
富田林市寺池台１－９　金剛ショッピン
グモール１Ｆ

0721-68-7077 自立訓練（生活訓練）

通所介護トレーニングはうす 589-0013
大阪狭山市茱萸木四丁目１３４５番地の
１

072-367-8003 自立訓練（生活訓練）

サポートハウスアンダンテ 590-0014 堺市堺区田出井町８－２０ 072-225-0851 自立訓練（生活訓練）

ケアセンター仲村 590-0101 堺市南区宮山台四丁７番９号 072-284-3700 自立訓練（生活訓練）

こころＬＡＢＯ 590-0521 泉南市樽井２丁目２１－３ 072-457-4131 自立訓練（生活訓練）

大阪府立砂川厚生福祉センターつ
ばさ

590-0525 泉南市馬場三丁目１５６６番地 072-482-2881 自立訓練（生活訓練）

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

072-275-5019 自立訓練（生活訓練）

バーナビーカレッジ 591-8004 堺市北区蔵前町二丁１５－３２ 072-257-7703 自立訓練（生活訓練）

リイム（ＬＹＭ） 592-0003 高石市東羽衣３丁目１５番１６号 072-242-4035 自立訓練（生活訓練）

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

072-260-3180 自立訓練（生活訓練）

ワークスクールのあ 594-0065 和泉市観音寺町８７７番地の１ 0725-51-7903 自立訓練（生活訓練）

自立訓練事業所ととろ 594-1156 和泉市内田町三丁目４番５０号 0725-54-0008 自立訓練（生活訓練）

ｐｏｎｏ 595-0051 泉大津市東港町１０番１８号 0725-90-6646 自立訓練（生活訓練）

生活訓練施設ほほえみ 595-0061 泉大津市春日町１６番６号 0725-21-7840 自立訓練（生活訓練）

なごみ 596-0051
岸和田市岸野町１８－１　シノハラビル
２、３、４階

072-493-8081 自立訓練（生活訓練）

ｍｅｎｔａｌｆｉｔ 596-0055 岸和田市五軒屋町２番１号 050-5840-6888 自立訓練（生活訓練）

障害福祉サービス事業所ふぁいん
ず

597-0001 貝塚市近木町２－２７　森野ビル 072-447-6668 自立訓練（生活訓練）

恵誠の里 598-0024 泉佐野市上之郷２００７番地の１ 072-467-1181 自立訓練（生活訓練）

南大阪カレッジ 598-0062 泉佐野市下瓦屋２２０－１ 072-447-6612 自立訓練（生活訓練）

ＭＡＨＡＬＯ　Ｃａｆｅ 599-0202
阪南市下出１０８－１－７　第５植林ビ
ル２階

072-447-8771 自立訓練（生活訓練）

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 072-285-5521 自立訓練（生活訓練）

しろくま 599-8114 堺市東区日置荘西町四丁１１番２５号 072-287-8070 自立訓練（生活訓練）

インク 599-8247 堺市中区東山４７７番地２ 072-234-5900 自立訓練（生活訓練）

キャンパス・オリーブ 618-0001
三島郡島本町山崎五丁目３番１０号　大
阪保育福祉専門学校内別館２２号室２３
号室

075-962-1115 自立訓練（生活訓練）

福祉事業所すばる 618-0013 三島郡島本町江川２丁目２番２号 075-961-1691 自立訓練（生活訓練）

社会福祉法人正真会生活訓練施設
加光

534-0024 大阪市都島区東野田町五丁目５番１６号 06-6351-8668 宿泊型自立訓練

サポートセンターる～ぷ（サポー
トセンターる～ぷ　さつき）

561-0814 豊中市豊南町東二丁目６番４号 06-6335-5666 宿泊型自立訓練

医療法人西浦会自立訓練事業所パ
ザパ

570-0005 守口市八雲中町三丁目１３番１７号 06-6908-6416 宿泊型自立訓練

田原の里 575-0014 四條畷市上田原６１３番地 0743-71-1288 宿泊型自立訓練

こんごうホーム 584-0055 富田林市伏見堂９５番地 0721-34-1124 宿泊型自立訓練

サポートハウスアンダンテ 590-0014 堺市堺区田出井町８－２０ 072-225-0851 宿泊型自立訓練

ステップ 590-0503 泉南市新家４２９６番地 072-483-5680 宿泊型自立訓練

生活訓練施設ギャザリング 594-0042 和泉市箕形町六丁目９番９号 0725-51-0560 宿泊型自立訓練

あかやま 596-0816 岸和田市尾生町六丁目１２番３号 072-445-3870 宿泊型自立訓練

就労移行支援・就労継続支援（A型・B型）

事業所名称 郵便番号 所在地 ＴＥＬ サービス種類

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪梅
田

530-0001
大阪市北区梅田一丁目１番３号　大阪駅
前第３ビル２階３７号Ａ

06-4797-3788 就労移行支援（一般型）

ａｔＧＰジョブトレ梅田 530-0001
大阪市北区梅田一丁目１１番４号　大阪
駅前第４ビル２３階

06-7638-0040 就労移行支援（一般型）

クロスジョブ梅田 530-0001
大阪市北区梅田一丁目１１番４号　大阪
駅前第４ビル１２階８号室

06-6136-6587 就労移行支援（一般型）

ラポール梅田 530-0001
大阪市北区梅田一丁目２番２－１４００
号　大阪駅前第２ビル　１４階　２０号
の２

06-6940-6407 就労移行支援（一般型）

ハンズ梅田 530-0001
大阪市北区梅田一丁目２番２号　大阪駅
前第２ビル３Ｆ

06-6366-6022 就労移行支援（一般型）

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪梅
田西

530-0001
大阪市北区梅田二丁目５番１０号　学情
梅田コンパス７階

06-6450-4466 就労移行支援（一般型）

ミラトレ梅田 530-0001
大阪市北区梅田一丁目２番２号　大阪駅
前第２ビル　１１階１８号

06-6131-9693 就労移行支援（一般型）
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み・らいずワークス梅田校 530-0001
大阪市北区梅田一丁目３番１号　大阪駅
前第１ビル６階　１１－１号

050-5840-3114 就労移行支援（一般型）

就労移行支援事業所ＣＯＮＮＥＣ
Ｔ梅田

530-0001
大阪市北区梅田一丁目２番２号　大阪駅
前第二ビル１１１７号

06-6486-9993 就労移行支援（一般型）

ディーキャリア　梅田オフィス 530-0001
大阪市北区梅田一丁目２番２－１０００
号　大阪駅前第２ビル１０階１４号

06-6343-4510 就労移行支援（一般型）

ミライエ梅田 530-0001
大阪市北区梅田一丁目２番２－１５００
号

06-6476-8474 就労移行支援（一般型）

ライラ梅田センター 530-0001
大阪市北区梅田一丁目３番１号　大阪駅
前第１ビル１１階１－１－２号室

06-6348-5331 就労移行支援（一般型）

ｍａｎａｂｙ大阪梅田事業所 530-0001
大阪市北区梅田一丁目２番２号　大阪駅
前第二ビル１５Ｆ

06-6136-7835 就労移行支援（一般型）

スクールきるとα 530-0003 大阪市北区堂島二丁目１番１９号 06-6136-5709 就労移行支援（一般型）

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪梅
田北

530-0012
大阪市北区芝田一丁目１０番１０号　芝
田グランドビル４Ｆ

06-6292-8041 就労移行支援（一般型）

Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ　大阪梅田Ｏ
ｆｆｉｃｅ

530-0012
大阪市北区芝田二丁目７番１８号　ルー
シッドスクエア梅田６階

06-6476-8130 就労移行支援（一般型）

アップル梅田 530-0026
大阪市北区神山町６－４　アクシス梅田
ビル５階

06-6948-6252 就労移行支援（一般型）

Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ梅田校 530-0026
大阪市北区神山町１番５号８階８０１号
室

06-6766-4779 就労移行支援（一般型）

マイ・スタイル南森町事業所 530-0041
大阪市北区天神橋二丁目２番１０号　ワ
イズビル９Ｆ

06-6809-3353 就労移行支援（一般型）

Ｌｉｉｍｏ南森町 530-0041
大阪市北区天神橋二丁目５番１６号　星
合ビル４階

06-6809-1640 就労移行支援（一般型）

ミント大阪 530-0041
大阪市北区天神橋三丁目８番９号　新末
広ビル６階

06-6335-9200 就労移行支援（一般型）

フィール南森町 530-0044 大阪市北区東天満一丁目１０番１２号 06-6232-8290 就労移行支援（一般型）

アクセスジョブ南森町 530-0044
大阪市北区東天満二丁目５番１６号　古
林ビル本館２階

06-4309-6508 就労移行支援（一般型）

ニューロリワーク　梅田センター 530-0047
大阪市北区西天満二丁目１１番８号　ア
メリカンビル７０３

06-4397-4819 就労移行支援（一般型）

Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ大阪校 530-0051
大阪市北区太融寺町８番２号　エーワン
ビルディング２階

06-6586-9992 就労移行支援（一般型）

ミライエ南森町 530-0053
大阪市北区末広町２番３７号　米澤ビル
４－Ｄ

06-6484-9951 就労移行支援（一般型）

ハローサポート南森町 530-0054
大阪市北区南森町一丁目１番１号　中村
ビル２階

06-7777-2631 就労移行支援（一般型）

青空 531-0071
大阪市北区中津一丁目１７番２５号　中
津インタービル４階

06-6131-7797 就労移行支援（一般型）

やすらぎの苑中津 531-0071
大阪市北区中津一丁目１８番８号　ＮＰ
ビル２Ｆ

06-4256-6238 就労移行支援（一般型）

キズキビジネスカレッジ　大阪校 531-0072
大阪市北区豊崎三丁目９番７号　いずみ
ビル４Ｆ

06-6147-2221 就労移行支援（一般型）

「コスモス」ケアサービス 531-0073 大阪市北区本庄西二丁目10番16号 06-6371-1696 就労移行支援（一般型）

Ｋａｉｅｎ大阪天六 531-0074
大阪市北区本庄東一丁目１番１０号　Ｒ
ＩＳＥ８８ビル５０３・５０４号室

050-2018-7602 就労移行支援（一般型）

希望の家 531-0075
大阪市北区大淀南一丁目３番１４号　中
島ビル２階

06-6467-8823 就労移行支援（一般型）

はぐみワークス 532-0003
大阪市淀川区宮原二丁目１４番２７号
新大阪クリエイトビル４０１

06-7777-1488 就労移行支援（一般型）

ベル　新大阪 532-0003
大阪市淀川区宮原一丁目２番４０号
ウィルファーストビル７階

06-6399-5155 就労移行支援（一般型）

ＪＳＮ新大阪 532-0011
大阪市淀川区西中島七丁目４番２１号
ホーククレセント第２ビル２階

06-6195-4591 就労移行支援（一般型）

ＪＳＮ新大阪アネックス 532-0011
大阪市淀川区西中島五丁目３番４号　新
大阪高光ビル９Ｆ

06-6307-1717 就労移行支援（一般型）

ウェルビー新大阪センター 532-0011
大阪市淀川区西中島五丁目１３番１４号
共栄新大阪ビル３階

06-4862-6825 就労移行支援（一般型）

チャレンジド・アソウ新大阪事業
所

532-0011
大阪市淀川区西中島一丁目１１番１６号
新大阪ＣＳＰビル本館１階

06-6309-7060 就労移行支援（一般型）

就労移行支援事業所ＣＯＮＮＥＣ
Ｔ新大阪

532-0011
大阪市淀川区西中島五丁目６番９号　新
大阪第一ビル８０２

06-6838-3701 就労移行支援（一般型）

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス新大阪 532-0011
大阪市淀川区西中島七丁目１番８号
ウィンビル１階

06-6100-1750 就労移行支援（一般型）

リセル新大阪 532-0011
大阪市淀川区西中島四丁目５番２７号
雲龍ビル３０１号室

06-6304-0888 就労移行支援（一般型）

就労移行支援事業所ルーツ　新大
阪事業所

532-0011
大阪市淀川区西中島四丁目５番１号　Ｎ
ＬＣ新大阪パワービル９階Ｃ号室

06-6379-3799 就労移行支援（一般型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ　スタジオ 532-0013
大阪市淀川区木川西一丁目１３番１７号
レクシア木川西１０１

06-6195-4447 就労移行支援（一般型）

ジョブジョイントおおさか 532-0023 大阪市淀川区十三東一丁目１番６号 06-6100-0150 就労移行支援（一般型）

Ｅｄｉｔｉｏｎ 532-0023
大阪市淀川区十三東一丁目１１番２８号
光第８ビル２Ｆ

06-6379-3851 就労移行支援（一般型）

Ｂｅ　Ｓｍｉｌｅ　ｗｉｔｈ 532-0023
大阪市淀川区十三東一丁目８番１２号
松露興産十三ビル５階

06-6195-1730 就労移行支援（一般型）

Ｌｉｎｋ 532-0031 大阪市淀川区加島一丁目６０番４６号 06-6308-7210 就労移行支援（一般型）

こころ 533-0006 大阪市東淀川区上新庄三丁目２番３号 06-7174-5148 就労移行支援（一般型）
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豊里事業所 533-0013
大阪市東淀川区豊里二丁目２４番１０号
弘和ハイム１階

06-6195-6533 就労移行支援（一般型）

未来の里 533-0021
大阪市東淀川区下新庄三丁目８番４１号
グランドールプチ１階

06-6327-2227 就労移行支援（一般型）

ワークショップ　ジョイント 533-0022
大阪市東淀川区菅原四丁目４番４３号
ロイヤルハイム豊里１階

06-6195-5650 就労移行支援（一般型）

ウェルビー淡路駅前センター 533-0023
大阪市東淀川区東淡路四丁目１８番１２
号　トライアングルビル３階

06-6300-7075 就労移行支援（一般型）

就労支援事業所Ｆｏｒｔｕｎｅ 533-0031
大阪市東淀川区西淡路五丁目１７番２１
号　ミュゼ西淡路１０３号

06-6326-8226 就労移行支援（一般型）

就労支援事業所わんステップ 533-0032
大阪市東淀川区淡路五丁目１９番１１号
清明ハイツ１０１号室

06-6195-7973 就労移行支援（一般型）

リワークセンター新大阪 533-0033
大阪市東淀川区東中島一丁目２０番１４
号　東口ステーションビル８０３号

06-6327-2255 就労移行支援（一般型）

就労移行支援事業所　きょうばし 534-0024
大阪市都島区東野田町五丁目５番１号
分野・正真会ビル１、２階

06-6357-7007 就労移行支援（一般型）

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪京
橋

534-0024
大阪市都島区東野田町二丁目９番７号
Ｋ２ビル６階６０３号

06-6242-7555 就労移行支援（一般型）

ディスエイブルド就労支援セン
ター

534-0024
大阪市都島区東野田町一丁目２０番５号
４階

06-6882-6200 就労移行支援（一般型）

ディーキャリアＩＴエキスパート
京橋オフィス

534-0024
大阪市都島区東野田町四丁目１番１７号
日本ロジックス大阪東野田ビル７階

06-6881-0777 就労移行支援（一般型）

Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ　大阪京橋Ｏ
ｆｆｉｃｅ

534-0024
大阪市都島区東野田町一丁目１８番１５
号　ルーナメゾン２階

06-6809-1745 就労移行支援（一般型）

カレッジチャレンズ 534-0024
大阪市都島区東野田町四丁目９番１９－
４０１号

06-6585-0409 就労移行支援（一般型）

ワークセンター飛行船 535-0003 大阪市旭区中宮一丁目３番２６号 06-6956-9156 就労移行支援（一般型）

桃園 535-0003
大阪市旭区中宮五丁目４番３０号　ライ
オンズマンション千林大宮１０８号室

06-6958-4640 就労移行支援（一般型）

あさひいきいき就労支援センター 535-0031 大阪市旭区高殿六丁目４番１５号 06-6955-7117 就労移行支援（一般型）

今福事業所 536-0003 大阪市城東区今福南一丁目２番２４号 06-6933-0737 就労移行支援（一般型）

ニコサービス城東センター 536-0008
大阪市城東区関目二丁目６番３号　ヤン
グハイツ１Ｆ

06-6967-9225 就労移行支援（一般型）

就労支援センターぜ・す・と 536-0008
大阪市城東区関目五丁目１５番３４号３
階

06-6967-9500 就労移行支援（一般型）

クロス・キャリア 536-0013
大阪市城東区鴫野東二丁目１番１５号
ギャレ鴫野東ビル４０１号室

06-6180-4700 就労移行支援（一般型）

アスク京橋オフィス 536-0016 大阪市城東区蒲生三丁目１５番８号 06-6180-6900 就労移行支援（一般型）

マイ・スタイル深江橋事業所 536-0022 大阪市城東区永田四丁目１番８号　２Ｆ 06-6923-8600 就労移行支援（一般型）

カラーズ 537-0002
大阪市東成区深江南一丁目１２番３号
たんぽぽ深江ビル２０３号

06-6974-1866 就労移行支援（一般型）

スリーピース今里 537-0013
大阪市東成区大今里南一丁目２番１１号
Ｏ・Ｔビル２階

06-6974-3339 就労移行支援（一般型）

大阪障害者就労支援センター 537-0014
大阪市東成区大今里西一丁目２９番１４
号　富士火災今里ビル

06-6976-6060 就労移行支援（一般型）

日本ライトハウスきらきら 538-0042 大阪市鶴見区今津中二丁目４番３７号 06-6961-5521 就労移行支援（一般型）

えるえる 540-0006
大阪市中央区法円坂一丁目１番３５号
大阪市教育会館５階

06-6941-4510 就労移行支援（一般型）

エンカレッジ天満橋 540-0008
大阪市中央区大手前一丁目７番３１号
大阪マーチャンダイズマートビル１８階

06-4790-9870 就労移行支援（一般型）

バリューラボ　フクロウ 540-0012
大阪市中央区谷町二丁目２番２２号　Ｎ
Ｓビル２Ｆ

06-6244-9697 就労移行支援（一般型）

ジャスワーク 540-0021
大阪市中央区大手通二丁目４番８号　ａ
ｓｓｅｓｓ大手通ビル１０階

06-7777-2040 就労移行支援（一般型）

トラストウェイ 540-0023
大阪市中央区北新町２番６号　ツムラ谷
町ビル２Ｆ

06-6945-5000 就労移行支援（一般型）

一般社団法人キャリアデザインア
プローチ

540-0023
大阪市中央区北新町２番８号　ＴＤビル
２Ｆ

06-6966-1312 就労移行支援（一般型）

大阪ろう就労支援センター 540-0024
大阪市中央区南新町一丁目１番２号　７
階

06-6941-8111 就労移行支援（一般型）

サン・プロジェクト 540-0025
大阪市中央区徳井町一丁目２番９号　メ
ゾンサンパール　２階

06-6946-1261 就労移行支援（一般型）

チャレンジド・アソウ大阪事業所 540-0026
大阪市中央区内本町二丁目４番１６号
オフィスポート内本町９階

06-6809-2456 就労移行支援（一般型）

ウァームサンクス 540-0026
大阪市中央区内本町二丁目３番８号　ダ
イアパレスビル本町２０１号

06-6947-5570 就労移行支援（一般型）

就労移行支援　大阪ジョブステー
ション

540-0027
大阪市中央区鎗屋町二丁目１番３号　タ
カイチビル２階　２０１号

06-6949-8415 就労移行支援（一般型）

Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ堺筋本町校 540-0029
大阪市中央区本町橋二番２２号　第２６
松屋ビル４０１号室

06-6484-9666 就労移行支援（一般型）

Ｌ　ｂｙ　Ｌ 540-0029
大阪市中央区本町橋６番２１号　本町橋
ビル２Ｆ

06-6941-7000 就労移行支援（一般型）

ＨＯＰＥオフィス北浜 541-0045
大阪市中央区道修町一丁目７番１０号
アドバンスビル北浜３Ｆ

06-6223-2611 就労移行支援（一般型）

スリーピース北浜 541-0046
大阪市中央区平野町二丁目６番５号　み
すやビル３階

06-6224-0377 就労移行支援（一般型）

Ｌ　ｂｙ　Ｌ本町 541-0047 大阪市中央区淡路町四丁目３番８号 06-6206-2000 就労移行支援（一般型）
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ｍａｎａｂｙ大阪本町事業所 541-0048 大阪市中央区瓦町四丁目４番８号　５階 06-6229-8101 就労移行支援（一般型）

エンカレッジ大阪 541-0052
大阪市中央区安土町三丁目５番６号　ナ
カヒロビル２階

06-4705-7401 就労移行支援（一般型）

リワークス 541-0053
大阪市中央区本町一丁目５番６号　大阪
山甚ビル３Ｆ

06-6484-5562 就労移行支援（一般型）

就労移行支援　ジョブリッジ本町
事業所

541-0054
大阪市中央区南本町三丁目４番７号　第
一住建御堂筋本町ビル８Ｆ

050-5306-1454 就労移行支援（一般型）

Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ本町校 541-0054
大阪市中央区南本町四丁目５番７号　１
０階１００５号室

06-4256-4264 就労移行支援（一般型）

ミライエ堺筋本町 541-0056
大阪市中央区久太郎町一丁目８番９号
船場中央ビル８０１

06-7507-2012 就労移行支援（一般型）

ライフリズム 541-0057
大阪市中央区北久宝寺町二丁目１番１５
号　船場エースビル８階

06-6265-0252 就労移行支援（一般型）

リワークセンター本町 541-0058
大阪市中央区南久宝寺町四丁目１番１号
イデア御堂筋９Ｆ

06-6252-0888 就労移行支援（一般型）

ＲＩＴＡＲＭ 541-0058
大阪市中央区南久宝寺町四丁目６番１０
号　南久宝寺ＦＵＫＵＥ　Ｂ．Ｌ．７階

06-4708-7576 就労移行支援（一般型）

エナベル長堀橋 541-0059
大阪市中央区博労町一丁目７番７号　中
央博労町ビル８０４号室

06-4256-4761 就労移行支援（一般型）

ＷＥＬＬ　ＷＯＲＫ 541-0059
大阪市中央区博労町二丁目６番７号　大
バスビル心斎橋５０１号室

06-6251-7777 就労移行支援（一般型）

リトハウス長堀橋 542-0081
大阪市中央区南船場二丁目４番２０号
大阪福谷ビル７階・８階

06-6226-8431 就労移行支援（一般型）

ファーストアビリティ 542-0081
大阪市中央区南船場一丁目３番５号　リ
プロ南船場１２０１号室

06-6210-4824 就労移行支援（一般型）

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪心
斎橋

542-0081
大阪市中央区南船場二丁目５番１２号
クリスタファイブ９階

06-6267-0860 就労移行支援（一般型）

ＡＣＡＤＥＭＩＡ大阪 542-0081
大阪市中央区南船場一丁目１８番１７号
商工中金船場ビル５Ｆ

06-6266-3636 就労移行支援（一般型）

ＨＯＰＥオフィス長堀 542-0082
大阪市中央区島之内一丁目２１番１９号
オリエンタル堺筋ビル３０１

06-6251-5833 就労移行支援（一般型）

Ｄジョブトレ　シンギュラリ 542-0082
大阪市中央区島之内一丁目２２番２２号
第一住建ビル８階

06-6210-2412 就労移行支援（一般型）

支援センターｉｓｈ 543-0001
大阪市天王寺区上本町七丁目１番７号
ベルヴィ上本町２Ｆ

06-6772-0032 就労移行支援（一般型）

ｏｆｆｉｃｅ　ｂｌｏｏｍ 543-0001
大阪市天王寺区上本町六丁目９番１９号
ＦＬＡＴ３４上本町　３Ｆ

090-6902-6868 就労移行支援（一般型）

ＪＯＩＮ 543-0002 大阪市天王寺区上汐五丁目２番３号 06-6771-9150 就労移行支援（一般型）

ミライエ上本町 543-0002
大阪市天王寺区上汐三丁目２番１７号
コモド上汐ビル６０１

06-6777-2084 就労移行支援（一般型）

ヒューマンネット上本町センター 543-0017
大阪市天王寺区城南寺町５番３５号　Ｈ
Ｎビル２階

06-6767-7718 就労移行支援（一般型）

レアルタ 543-0017
大阪市天王寺区城南寺町５番３５号　Ｈ
Ｎビル

06-6761-1155 就労移行支援（一般型）

就労移行支援事業所ＡＩＭＵ２ 543-0021
大阪市天王寺区東高津町１１番７号　上
本町Ｉ．Ｂ．Ｐタワー５Ｆ

06-4305-7192 就労移行支援（一般型）

ワークセンター中授 543-0026 大阪市天王寺区東上町４番１７号 06-6772-4771 就労移行支援（一般型）

就労支援事業所ａｒｋ 543-0052
大阪市天王寺区大道一丁目５番１３号
東和天王寺ビル６階

06-4302-4491 就労移行支援（一般型）

ネクストステージエイブル 543-0053 大阪市天王寺区北河堀町８番１３号 06-6771-8851 就労移行支援（一般型）

ｍａｎａｂｙ大阪天王寺事業所 543-0054
大阪市天王寺区南河堀町１０番１７号
ＪＲ天王寺駅北ＮＫビル８階

06-6774-8101 就労移行支援（一般型）

ハンズ天王寺 543-0063
大阪市天王寺区茶臼山町１－１８　天王
寺エルムビル５Ｆ

06-6775-1455 就労移行支援（一般型）

パール 544-0001 大阪市生野区新今里四丁目１０番２０号 06-6752-3877 就労移行支援（一般型）

いわき生野学園　ティンカーベル
ファクト

544-0004 大阪市生野区巽北二丁目１８番９号 06-6753-0050 就労移行支援（一般型）

リライアンスプレイス就労支援実
務センター

544-0014 大阪市生野区巽東二丁目１番２号　３階 06-6752-8811 就労移行支援（一般型）

就労移行支援事業所ＣＯＮＮＥＣ
Ｔ天王寺

545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目６番１
１号　シンエイビル５Ｆ

06-6777-6706 就労移行支援（一般型）

チャレンジド・アソウ天王寺事業
所

545-0051
大阪市阿倍野区旭町一丁目２番７号　あ
べのメディックス２階

06-6630-8360 就労移行支援（一般型）

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪天
王寺

545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５番１号
あべのルシアス１１Ｆ

06-6636-8520 就労移行支援（一般型）

クロスジョブ阿倍野 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目１０番１
号　あべのベルタ７階７００１号室

06-6646-1380 就労移行支援（一般型）

ウェルビー大阪天王寺駅前セン
ター

545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋二丁目１番２９
号　ＡＩＴビル３階

06-4703-3252 就労移行支援（一般型）

ディーキャリア　天王寺オフィス 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目１０番１
号　あべのベルタ６階６００１－２号室

06-6634-2526 就労移行支援（一般型）

リワークセンター天王寺 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目３番１５
号　阿倍野共同ビル５階

06-6621-2227 就労移行支援（一般型）

ディーキャリアＩＴエキスパート
天王寺オフィス

545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目１０番１
号　あべのベルタ５階

06-6567-9585 就労移行支援（一般型）

ミライエ天王寺駅前 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５番１号
あべのルシアス１０階

06-6643-9468 就労移行支援（一般型）

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪あ
べの

545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋二丁目１番３７
号　東陽ビル６Ｆ

06-6626-3138 就労移行支援（一般型）
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Ｆｒｏｍｊｏｂ東住吉 546-0001 大阪市東住吉区今林四丁目１３番７号 06-6776-2852 就労移行支援（一般型）

リカバリハウスいちご 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田三丁目４番３号 06-6769-1517 就労移行支援（一般型）

もくれん就労ｆｏｒｍマスタード 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田一丁目２４番２
５号

06-6706-8600 就労移行支援（一般型）

ティアラ東田辺 546-0032 大阪市東住吉区東田辺二丁目７番３号 06-6654-6168 就労移行支援（一般型）

ｎｉｃｏｒｉ 546-0043
大阪市東住吉区駒川三丁目１番７号　米
田ビル２階

06-6628-3366 就労移行支援（一般型）

アスター 546-0043
大阪市東住吉区駒川五丁目５番１１号
２階

06-4703-5533 就労移行支援（一般型）

就労支援　あい出戸 547-0011 大阪市平野区長吉出戸二丁目４番３２号 06-6704-8883 就労移行支援（一般型）

バンブー 547-0022 大阪市平野区瓜破東八丁目７番１６号 06-6790-0612 就労移行支援（一般型）

スカイ・アンドロメダ 547-0024
大阪市平野区瓜破二丁目１番６４号　平
野ビル３０４号

06-6702-0212 就労移行支援（一般型）

サテライト・オフィス平野 547-0026
大阪市平野区喜連西四丁目７番１６号
石光ビル

06-4302-8977 就労移行支援（一般型）

Ｓｍｉｌｅ　Ｆａｃｔｏｒｙ　平
野

547-0045 大阪市平野区平野上町一丁目５番１０号 06-6105-4507 就労移行支援（一般型）

ワークセンターいまがわ 547-0048
大阪市平野区平野馬場一丁目１１番１１
号

06-6794-5678 就労移行支援（一般型）

ＦＬＩＴＡＩＲ 549-0021
泉南市泉州空港南１番地　株式会社エイ
エイエスケータリング内

072-469-5151 就労移行支援（一般型）

ＬＩＩＭＯ阿波座 550-0004
大阪市西区靱本町三丁目３番３号　サウ
ザント岡崎橋ビル６０１号室

06-6459-6800 就労移行支援（一般型）

未来のかたち 550-0005
大阪市西区西本町一丁目７番７号　ＣＥ
西本町ビル９０１

06-6626-9983 就労移行支援（一般型）

マイ・スタイル本町事業所 550-0011
大阪市西区阿波座一丁目１３番１３号
サムティ西本町中央ビル１００４

06-6534-6200 就労移行支援（一般型）

未来のかたち　本町第２校 550-0011
大阪市西区阿波座一丁目１３番１６号
松本フォレストビル５０１

06-6616-9009 就労移行支援（一般型）

エミリア　本町 550-0012
大阪市西区立売堀一丁目１番５号　本町
ギボービル２階

06-6535-8833 就労移行支援（一般型）

エンカレッジ心斎橋 550-0013 大阪市西区新町一丁目４番２６号 06-6535-8585 就労移行支援（一般型）

アクセスジョブ四ツ橋 550-0014
大阪市西区北堀江二丁目４番１１号　サ
ンライズビル３階

06-6533-0124 就労移行支援（一般型）

フロンティアリンク　大阪なんば
キャリアセンター

550-0015
大阪市西区南堀江一丁目２１番４号　Ｊ
Ｓビル８階

06-6532-0055 就労移行支援（一般型）

にこにこワークス 550-0015
大阪市西区南堀江四丁目１６番１６号
イイダ３ビル４Ｆ

06-6543-5577 就労移行支援（一般型）

ドルボム 550-0025 大阪市西区九条南四丁目１３番１７号 06-7712-6432 就労移行支援（一般型）

Ｌｅｔ’ｓ　大正 551-0002
大阪市大正区三軒家東一丁目１２番２７
号　アドヴァンスライフ２階

06-6553-7716 就労移行支援（一般型）

いきいき倶楽部Ⅱ 552-0007
大阪市港区弁天一丁目３番１３－３００
６号

06-4397-3591 就労移行支援（一般型）

カラフル大阪 553-0003 大阪市福島区福島七丁目１７番９号 06-6225-7983 就労移行支援（一般型）

フィール福島 553-0003 大阪市福島区福島五丁目１６番１５号 06-6147-2688 就労移行支援（一般型）

ウェルビー梅田センター 553-0003
大阪市福島区福島六丁目１８番９号
アースブルージュ２階２０１号

06-6110-5138 就労移行支援（一般型）

大阪市立此花作業指導所 554-0014 大阪市此花区四貫島二丁目２６番１７号 06-6463-3669 就労移行支援（一般型）

桜ほのぼの苑　姫島事業所 555-0033 大阪市西淀川区姫島五丁目１０番２１号 06-6829-6201 就労移行支援（一般型）

ａｌｏｈａ大阪日本橋 556-0005
大阪市浪速区日本橋五丁目１３番３号
川北ビル６階

06-6586-6497 就労移行支援（一般型）

Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ　大阪なんば
駅前Ｏｆｆｉｃｅ

556-0011
大阪市浪速区難波中一丁目１０番４号
南海ＳＫ難波ビル３階

06-6585-7859 就労移行支援（一般型）

ステップ 556-0015 大阪市浪速区敷津西二丁目２番２３号 06-6710-9119 就労移行支援（一般型）

み・らいずワークス 556-0016
大阪市浪速区元町二丁目８番５号　元町
クロスビル　２階

050-5840-3114 就労移行支援（一般型）

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪な
んば

556-0016
大阪市浪速区元町一丁目５番７号　ナン
バプラザビル８階８０４号室

06-6632-1644 就労移行支援（一般型）

ディーキャリア　大阪なんばオ
フィス

556-0017
大阪市浪速区湊町一丁目４番１号　大阪
シティエアターミナルビル６Ｆ６０３３
区画

06-6641-4510 就労移行支援（一般型）

ｉ・ジョブひまわり 556-0022
大阪市浪速区桜川四丁目４番６号　リン
デ桜川１Ｆ・６０３号

06-6561-0171 就労移行支援（一般型）

プラザ中央 557-0002
大阪市西成区太子一丁目１番１７号　ワ
カバビル８０１号室

06-6632-0236 就労移行支援（一般型）

ふくろうの家 557-0012 大阪市西成区聖天下一丁目８番１７号 06-6625-8230 就労移行支援（一般型）

総合就労支援福祉施設にしなりＷ
ｉｎｇ

557-0025
大阪市西成区長橋三丁目７番２８－２０
１号

06-4392-2233 就労移行支援（一般型）

ａｌｏｈａ花園町 557-0033 大阪市西成区梅南二丁目４番２７号 06-6655-1027 就労移行支援（一般型）

街かどあぐりにしなり 557-0061 大阪市西成区北津守四丁目９番５号 06-6567-1007 就労移行支援（一般型）

就労移行支援事業所フォレスター 558-0004
大阪市住吉区長居東一丁目１８番１１号
第２ハピネス１０６・１０７号

06-7507-2194 就労移行支援（一般型）

ＳＴＡＩＲ 558-0013
大阪市住吉区我孫子東二丁目７番１３号
ロイヤルキタノ３０３

06-6607-1160 就労移行支援（一般型）
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ウィル事業所 558-0032
大阪市住吉区遠里小野一丁目７番１９号
ソフィアビル２階

06-6694-1118 就労移行支援（一般型）

オリーブ事業所 558-0044
大阪市住吉区長峡町６番１２号　メゾン
森重２Ｆ

06-7165-4380 就労移行支援（一般型）

ぴあどりーむ 559-0013
大阪市住之江区御崎六丁目１番３号　タ
カラビル２階

06-6681-7771 就労移行支援（一般型）

デザインのたまてばこ 559-0017
大阪市住之江区中加賀屋三丁目１６番２
号

06-6683-6499 就労移行支援（一般型）

ＳＯＬＡ 560-0021
豊中市本町三丁目１－５７　ルミエール
豊中４０２号

06-6842-7708 就労移行支援（一般型）

ワンモア豊中 560-0021
豊中市本町一丁目１３番３４号　チェリ
オビル５０１号

06-6852-3007 就労移行支援（一般型）

Ｎａｇｕ豊中 560-0021
豊中市本町４－１－２２　第１５千里ビ
ル２階Ｄ号室

06-6151-9673 就労移行支援（一般型）

ディーキャリア蛍池駅前オフィス 560-0033
豊中市蛍池中町２丁目３－１－Ｂ－２０
１　ルシオーレ南館２階

06-4867-3539 就労移行支援（一般型）

ときヨシエンタープライズ 561-0803 豊中市城山町一丁目１０番６号 06-6865-1210 就労移行支援（一般型）

サポートセンターる～ぷ 561-0814 豊中市豊南町東二丁目６番１４号 06-6332-8866 就労移行支援（一般型）

アルバ 561-0832 豊中市庄内西町３丁目７番３８号 06-6335-0112 就労移行支援（一般型）

ｓｅｌｆ－Ａ・セブン豊中市役所
前

561-0881
豊中市中桜塚二丁目２１番７号　福興ビ
ル４階Ａ区

06-6844-2263 就労移行支援（一般型）

就労移行支援事業所ＣＯＮＮＥＣ
Ｔ豊中

561-0885
豊中市岡町３－６　アソルティ豊中岡町
２０１

06-6848-5062 就労移行支援（一般型）

箕面市障害者雇用支援センター 562-0015
箕面市稲１丁目１１番２号　ふれあい就
労支援センター３階

072-723-8801 就労移行支援（一般型）

池田市立くすのき学園 563-0029 池田市五月丘三丁目４番７号 072-753-8558 就労移行支援（一般型）

すみれ工房 563-0351 豊能郡能勢町栗栖１６６番１ 072-734-3740 就労移行支援（一般型）

就労移行支援セルポート吹田 564-0027
吹田市朝日町２７番１４号　Ｍ＇ｓ吹田
松岡ビル６０３

06-6318-7499 就労移行支援（一般型）

就労支援センターみち 564-0032
吹田市内本町二丁目２番５号　旭トゥー
レ

06-6319-7831 就労移行支援（一般型）

コミキャン就労総合センター 564-0036 吹田市寿町一丁目６番１０号 06-6382-1221 就労移行支援（一般型）

のぞみ共同作業所 564-0041 吹田市泉町五丁目９番６号 06-6338-1401 就労移行支援（一般型）

フィール 564-0051
吹田市豊津町１４番１０号丸萬ビル６０
１号室

06-6170-6485 就労移行支援（一般型）

リトハウス江坂 564-0051
吹田市豊津町８番１０号　アドバンス江
坂ビル６階

06-6821-1000 就労移行支援（一般型）

アクロステクニカルカレッジ 564-0063
吹田市江坂町一丁目１３番１１号中央江
坂ビル５階

06-6821-2787 就労移行支援（一般型）

ワークセンター千里 565-0874 吹田市古江台六丁目２番５号 06-6831-2862 就労移行支援（一般型）

摂津市立ひびきはばたき園 566-0062 摂津市鳥飼上五丁目２番８号 072-653-1212 就労移行支援（一般型）

ＪＳＮ茨木 567-0031
茨木市春日一丁目１番５号　アルジェン
ト八崎２階

072-645-6633 就労移行支援（一般型）

就労支援センターオンワーク 567-0801 茨木市総持寺一丁目４番１号 072-621-7318 就労移行支援（一般型）

ラ・レコルト茨木 567-0816 茨木市永代町８番８号国里ビル２０５号 072-626-2600 就労移行支援（一般型）

ウェルジョブ 567-0821 茨木市末広町１番１号　６階 072-630-0238 就労移行支援（一般型）

すずらん 567-0888
茨木市駅前一丁目３番７号　長屋ビル１
０１号

072-631-9007 就労移行支援（一般型）

就労支援センターフォルツァ 569-0071
高槻市城北町一丁目６番１９号　カンプ
リ城北ビル

072-670-2450 就労移行支援（一般型）

ジョブジョイントおおさかたかつ
きブランチ

569-0072
高槻市京口町９番３号　関西産業ビル１
階、４階

072-668-1123 就労移行支援（一般型）

支援センターはな 569-0803
高槻市高槻町４－３　高槻サタリービル
４Ｆ

072-668-1511 就労移行支援（一般型）

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス高槻 569-0803
高槻市高槻町１５－８　ダイエツビル６
階

072-686-6663 就労移行支援（一般型）

ディーキャリアＩＴエキスパート
高槻オフィス

569-0803
高槻市高槻町６番３号　エクセレントア
ボンデ２号室

072-681-0717 就労移行支援（一般型）

ディーキャリア　高槻オフィス 569-0805
高槻市上田辺町１－３０　上田辺ビル５
階

072-681-0707 就労移行支援（一般型）

ワークスポット 569-0814
高槻市富田町二丁目１－２４　ハイツエ
レガンス１階

072-696-4484 就労移行支援（一般型）

みらいワーク 570-0017
守口市佐太東町一丁目３１番８号　Ｌｏ
ｇｏ－Ｓｔｕｄｉｏ１階

06-7165-7305 就労移行支援（一般型）

ＬＩＡ美容学園　守口校 570-0031
守口市橋波東之町一丁目４番１８号セブ
ンスヒル２０２号室

06-6998-8868 就労移行支援（一般型）

ミルキースマイル 570-0061
守口市小春町８番２２号　田中小春ビル
２階、３階

06-6997-7022 就労移行支援（一般型）

うぃず守口 570-0079 守口市金下町一丁目６番１０号 06-6996-1715 就労移行支援（一般型）

リワーク守口事業所 570-0079
守口市金下町二丁目２番１２号　サクセ
ス金下２階

06-6992-0001 就労移行支援（一般型）

リワーク太子橋事業所 570-0083
守口市京阪本通一丁目8番25号　シャ
ルマン淀１階

06-6991-1883 就労移行支援（一般型）

ぷらす守口 570-0083
守口市京阪本通一丁目３番７号　高田屋
守口ビル４階

06-6998-1555 就労移行支援（一般型）

ＪＳＮ門真 571-0030
門真市末広町４０番３号　アリーナ古川
橋５階

06-6904-1905 就労移行支援（一般型）
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ひだまり 571-0032
門真市寿町２０番２７号エーデルビュー
ロ４０１

06-6195-1326 就労移行支援（一般型）

クローバー 571-0079
門真市野里町９番地２４号　朝日プラザ
門真１階

072-885-6025 就労移行支援（一般型）

ブリーゼ 572-0030 寝屋川市池田本町３０番６号 072-838-7230 就労移行支援（一般型）

ＹＣＣスタジオ 572-0086
寝屋川市松屋町４番１号セゾンド香里１
階

072-831-1156 就労移行支援（一般型）

就職ゼミナールＰａｓｓａｒｅ 572-0831 寝屋川市豊野町１３－２ 072-811-7005 就労移行支援（一般型）

すばる・北斗福祉作業所 572-0853 寝屋川市大谷町７番１号 072-824-4664 就労移行支援（一般型）

小路北町作業所 572-0865 寝屋川市小路北町１８番３０号 072-824-5075 就労移行支援（一般型）

ラ・レコルト枚方 573-0027
枚方市大垣内町二丁目８－２２　シン
エービル２階

072-861-5101 就労移行支援（一般型）

ディーキャリア枚方駅前オフィス 573-0027
枚方市大垣内町二丁目１０番４号　宮村
第３ビル４階

072-807-8277 就労移行支援（一般型）

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス枚方 573-0032
枚方市岡東町１２番１号　ひらかたサン
プラザ１号館５階５０５・５０６号室

072-804-9009 就労移行支援（一般型）

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス枚方第
２

573-0032
枚方市岡東町１８－１５　キューブ枚方
駅前２Ｆ

072-861-5240 就労移行支援（一般型）

ぱぴるす 573-0112 枚方市大字尊延寺２２００番地 072-859-0245 就労移行支援（一般型）

あゆみ歩 573-0163
枚方市長尾元町五丁目２１番６号　長栄
ビル３階

072-836-0888 就労移行支援（一般型）

イーウィット 573-0164 枚方市長尾谷町一丁目１０１番地１ 072-807-3682 就労移行支援（一般型）

あんずリーフ 573-1105 枚方市南楠葉１丁目３０番１－２０３号 072-894-7707 就労移行支援（一般型）

ＬＩＡ美容学園枚方校 573-1127
枚方市上島町２番５号　ＧＡＬＡ枚方ビ
ル３階

072-894-7650 就労移行支援（一般型）

ひらかた・にじ福祉工場 573-1154 枚方市招提東町二丁目３番１号 072-864-1055 就労移行支援（一般型）

パン工房ラビット 573-1164 枚方市須山町６０番１２号 072-847-3344 就労移行支援（一般型）

Ｃｏｃｏ　Ｃｏｌｏｒ 573-1171
枚方市三栗一丁目１－１４　ＫＹハイツ
１階

072-808-8494 就労移行支援（一般型）

支援センターさくら 574-0036 大東市末広町１５番６号 072-871-0030 就労移行支援（一般型）

ぷらす住道 574-0041
大東市浜町９番１５号　サンアイ第２ビ
ル３階

072-816-0555 就労移行支援（一般型）

ワークボックス大東 574-0072
大東市深野三丁目２８番３号　アクティ
ブ・スクエア・大東３Ｆ

072-871-0999 就労移行支援（一般型）

ワークスペースだんだん 576-0016 交野市星田四丁目３４番２２号 072-896-5231 就労移行支援（一般型）

交野自立センター 576-0063 交野市寺四丁目５９０番地の１ 072-893-4523 就労移行支援（一般型）

就労支援センターレジスタ 577-0023 東大阪市荒本一丁目４番３２号 06-6789-8500 就労移行支援（一般型）

リセル布施 577-0056
東大阪市長堂二丁目３番２１号　布施駅
前ビル３階

06-6736-5850 就労移行支援（一般型）

就労支援事業所　ａｓｉｓ 577-0067
東大阪市高井田西六丁目１番３１号　高
井田シグマビル４階Ａ

06-6618-6666 就労移行支援（一般型）

スマイルプラス 577-0801
東大阪市小阪二丁目５番１０号　ＢＦレ
ジデンス小阪２階

06-6753-8683 就労移行支援（一般型）

アミュー 577-0824 東大阪市大蓮東三丁目５番２４号 06-7503-6897 就労移行支援（一般型）

ディーキャリア　東大阪オフィス 577-0841
東大阪市足代二丁目３番６号　橋本ビル
４階

06-4307-6070 就労移行支援（一般型）

はっぴぃプラザ 578-0924 東大阪市吉田八丁目６番６４号 072-966-0009 就労移行支援（一般型）

サポートスペース　ここりーど 578-0984 東大阪市菱江五丁目２番３４号 072-975-5706 就労移行支援（一般型）

すぷらうと 579-8001 東大阪市善根寺町四丁目１１番８号 072-929-8789 就労移行支援（一般型）

アストラス 579-8013
東大阪市西石切町五丁目２番１７号　２
Ｆ

072-920-7008 就労移行支援（一般型）

ｉｋｋｏ 581-0001 八尾市末広町五丁目３番１４号 072-927-9125 就労移行支援（一般型）

エール近鉄八尾 581-0004
八尾市東本町三丁目６番１０号　たばこ
ビル３階

072-968-9673 就労移行支援（一般型）

ＬＩＮＣＬＥ 581-0013 八尾市山本町南一丁目７番１２号 072-945-1015 就労移行支援（一般型）

アントレー 581-0062
八尾市東太子二丁目３番２号　小谷ビル
２階

072-951-4558 就労移行支援（一般型）

楽園（パラダイス）八尾 581-0071 八尾市北久宝寺一丁目１番２７号 072-991-0246 就労移行支援（一般型）

エール近鉄八尾西口 581-0802
八尾市北本町一丁目３番３０号　ハーモ
ニアス北本町２階２０１Ａ号室

072-990-2135 就労移行支援（一般型）

ワンモア八尾 581-0803
八尾市光町二丁目６９番地　藤増興産ビ
ル２階

072-975-5211 就労移行支援（一般型）

思いやり就労支援センター　ネク
スト

582-0018 柏原市大県２－７－１７ 072-971-5553 就労移行支援（一般型）

サンク藤井寺 583-0024
藤井寺市藤井寺一丁目３番２１号ハイム
センチュリー１階

072-937-3325 就労移行支援（一般型）

ラ・リューシュ 583-0026 藤井寺市春日丘三丁目８番２６号 072-953-7887 就労移行支援（一般型）

障害者地域生活支援センターわっ
と

583-0027
藤井寺市岡二丁目１２番６号　進和ビル
３階

072-930-0733 就労移行支援（一般型）

はびきの園 583-0841 羽曳野市駒ヶ谷１０６番地１ 072-957-4041 就労移行支援（一般型）

埴生の里 583-0884 羽曳野市野６６番２ 072-952-1332 就労移行支援（一般型）

銀杏 584-0023 富田林市若松町東二丁目６番１９号 0721-25-9939 就労移行支援（一般型）

ココビジネススクール 584-0071 富田林市藤沢台六丁目２３番３８号 0721-55-2755 就労移行支援（一般型）

地域生活総合支援センターきらら 586-0024 河内長野市西之山町２番２１号 0721-53-5989 就労移行支援（一般型）
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アンカー 589-0016 大阪狭山市大野西１２３７－１ 072-368-1237 就労移行支援（一般型）

わおんぷらす 589-0023 大阪狭山市大野台１丁目３２番５８号 072-289-9122 就労移行支援（一般型）

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 072-222-2733 就労移行支援（一般型）

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 072-229-9192 就労移行支援（一般型）

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

072-242-8083 就労移行支援（一般型）

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

072-275-6767 就労移行支援（一般型）

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

072-225-5615 就労移行支援（一般型）

ソース堺東 590-0079 堺市堺区新町３番７号　ＳＴＣビル６階 072-225-1010 就労移行支援（一般型）

アトリエｈａｎａ 590-0101 堺市南区宮山台三丁１番地１０ 072-297-4878 就労移行支援（一般型）

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 072-289-7139 就労移行支援（一般型）

こころＬＡＢＯ 590-0521 泉南市樽井２丁目２１－３ 072-457-4131 就労移行支援（一般型）

ポノ砂川 590-0522
泉南市信達牧野３２５　シャイニーカジ
モト　１０１号・１０２号

072-429-9555 就労移行支援（一般型）

大阪府立砂川厚生福祉センターつ
ばさ

590-0525 泉南市馬場三丁目１５６６番地 072-482-2881 就労移行支援（一般型）

ワークセンターホス 590-0526 泉南市男里二丁目１７７番２ 072-474-7430 就労移行支援（一般型）

夢楽人 590-0526 泉南市男里四丁目１３番２９号 072-488-7642 就労移行支援（一般型）

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 072-245-7485 就労移行支援（一般型）

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

072-247-8833 就労移行支援（一般型）

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

072-225-1540 就労移行支援（一般型）

ドルフィンラブ 590-0952
堺市堺区市之町東五丁２番１１号－２０
１号

072-225-5173 就労移行支援（一般型）

バーナビーカレッジ 591-8004 堺市北区蔵前町二丁１５－３２ 072-257-7703 就労移行支援（一般型）

ジョブサポート風の彩 591-8021 堺市北区新金岡町５丁４番１０４ 072-246-9901 就労移行支援（一般型）

ＢＰ事業所 591-8023 堺市北区中百舌鳥町一丁目９５－２２ 072-240-0681 就労移行支援（一般型）

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

072-257-7077 就労移行支援（一般型）

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

072-247-8281 就労移行支援（一般型）

きのすら 592-0002
高石市羽衣五丁目９番３号　メゾン伽羅
橋１１

072-320-7749 就労移行支援（一般型）

いずみ通所センター 592-0013 高石市取石五丁目１０番３５号 072-271-5588 就労移行支援（一般型）

いずみ 593-8301 堺市西区上野芝町二丁３番１７号 072-277-6446 就労移行支援（一般型）

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

072-247-4001 就労移行支援（一般型）

フレンズ 594-0031 和泉市伏屋町二丁目３番３９号 0725-58-7777 就労移行支援（一般型）

ＭＯＲＥ　Ｂｅａｕｔｙ 594-0031 和泉市伏屋町三丁目７番３１号 0725-50-5067 就労移行支援（一般型）

就労移行支援事業所レガート 594-0042 和泉市箕形町六丁目９番９号 0725-54-1380 就労移行支援（一般型）

ワークスクールのあ 594-0065 和泉市観音寺町８７７番地の１ 0725-51-7903 就労移行支援（一般型）

クローバーワークス 594-0065 和泉市観音寺町８４４－１ 0725-46-0080 就労移行支援（一般型）

ブレストワークス 594-0071 和泉市府中町八丁目３番２０号 0725-51-7146 就労移行支援（一般型）

ファーストスター 594-1102 和泉市和田町２０１番地の１　２階 0725-26-0589 就労移行支援（一般型）

Ｗｏｒｋｓすぎな 594-1104 和泉市万町６２番地の１ 0725-55-7773 就労移行支援（一般型）

トライワークⅡ 595-0004 泉大津市千原町二丁目８番１５号 0725-90-4606 就労移行支援（一般型）

ワークショップかりん 595-0023 泉大津市豊中町二丁目８番１９号 0725-21-2943 就労移行支援（一般型）

Ｌｉｖｅｌｙとらいあんぐる 595-0033 泉大津市板原町四丁目１２番３１号 0725-33-6910 就労移行支援（一般型）

コラール明日架 595-0037 泉大津市虫取町１丁目８９－１ 072-268-8702 就労移行支援（一般型）

みなと 595-0054 泉大津市汐見町85番地の1 0725-20-3710 就労移行支援（一般型）

心のやかた　あすなろ 596-0002
岸和田市吉井町三丁目１６番１６号　２
１０号室

072-443-0077 就労移行支援（一般型）

米栄 596-0042 岸和田市加守町二丁目７番３号 072-422-2647 就労移行支援（一般型）

障がい者支援センター「てんとう
むし」

596-0049 岸和田市八阪町一丁目５番３７号 072-430-5657 就労移行支援（一般型）

就労支援事業所トライネクスト 596-0073 岸和田市岸城町３―２４ 072-430-6300 就労移行支援（一般型）

サモエド 596-0073
岸和田市岸城町３－２４　シンエイビル
２Ｆ

072-429-0011 就労移行支援（一般型）

ワークスタジオきぼう 596-0823
岸和田市下松町３丁目４番１号Ａ棟１１
０号

072-493-6977 就労移行支援（一般型）

ひあたり 597-0001 貝塚市近木町７－１３ 072-479-8770 就労移行支援（一般型）

障害福祉サービス事業所ふぁいん
ず

597-0001 貝塚市近木町２－２７　森野ビル 072-447-6668 就労移行支援（一般型）

カイヅカ・ベース 597-0061 貝塚市浦田８８番地７ 072-433-8811 就労移行支援（一般型）

貝塚いぶき作業所 597-0073 貝塚市脇浜三丁目25番74号 072-423-5439 就労移行支援（一般型）
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ワークサポートらぱん 597-0073 貝塚市脇浜一丁目１５番１５号 072-437-5525 就労移行支援（一般型）

ハートサポートふれあい 598-0011
泉佐野市高松北一丁目１－２　サンセリ
テ祥　２階、３階

072-464-7349 就労移行支援（一般型）

ささゆり作業所 598-0022 泉佐野市土丸９０４番地 072-459-7024 就労移行支援（一般型）

ベルカント 598-0043 泉佐野市大西２丁目３番３号 072-493-2251 就労移行支援（一般型）

チャレンジド就労支援センターホ
ライズン

598-0062 泉佐野市下瓦屋２２０－１ 072-461-0567 就労移行支援（一般型）

ＡＣＡＤＥＭＩＡ南大阪 599-0201
阪南市尾崎町１０５番地の５　池田ビル
２０２号

072-472-7700 就労移行支援（一般型）

ワークスタジオ☆まごころ 599-0202
阪南市下出３７－５　プライマリー医療
ビル３階

072-471-3904 就労移行支援（一般型）

菩提の家 599-8103 堺市東区菩提町一丁５３番地１ 072-287-1584 就労移行支援（一般型）

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 072-285-5521 就労移行支援（一般型）

バディワークス障害福祉サービス
センター

599-8122
堺市東区丈六１８３－５６　藤本ビル３
階

072-205-7057 就労移行支援（一般型）

いおり 599-8232 堺市中区新家町７６５－８ 072-289-5481 就労移行支援（一般型）

グロウアップ 599-8266 堺市中区毛穴町２１－１ 072-247-5445 就労移行支援（一般型）

ワークステーションこうせん 599-8267 堺市中区八田寺町５０４－４ 072-370-1418 就労移行支援（一般型）

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

072-270-3318 就労移行支援（一般型）

かのん梅田 530-0001
大阪市北区梅田一丁目２番２　大阪駅前
第２ビル４階４－１－１号

06-6147-8812 就労継続支援（Ａ型）

ラポール梅田 530-0001
大阪市北区梅田一丁目２番２－１４００
号　大阪駅前第２ビル　１４階　２０号
の２

06-6940-6407 就労継続支援（Ａ型）

ＡｓＦｉｎｅ　アビリティ 530-0001
大阪市北区梅田一丁目２番２号　大阪駅
前第２ビル１２０３号

06-6348-0780 就労継続支援（Ａ型）

ジョブリッジＡ型事業所 530-0001
大阪市北区梅田一丁目１番３号　大阪駅
前第３ビル１０階

050-5305-1822 就労継続支援（Ａ型）

就労支援事業所ちえの輪 530-0015
大阪市北区中崎西一丁目２番１３号　サ
プライズビル３０１号

06-6136-3480 就労継続支援（Ａ型）

グリーンズ梅田 530-0028
大阪市北区万歳町４番１２号　浪速ビル
１Ｆ（東館１０５号）

06-6311-8777 就労継続支援（Ａ型）

プレイズ天六 530-0031
大阪市北区菅栄町７番１５号　ハイマー
ト福寿１階

06-6351-7055 就労継続支援（Ａ型）

健美道　天満 530-0033 大阪市北区池田町１番２５号　１階 06-6755-4289 就労継続支援（Ａ型）

就労支援事業所ｈａｌｕ 530-0041
大阪市北区天神橋一丁目１２番２２号
ＣＡＢＩＮ天神橋ビル２Ｆ

06-6450-6762 就労継続支援（Ａ型）

ティーワーク 530-0041
大阪市北区天神橋四丁目７番１３号　イ
トーピア扇町ビル７０４号

06-4800-1165 就労継続支援（Ａ型）

メビウス南森町 530-0041
大阪市北区天神橋二丁目２番９号　プラ
ネット南森町２Ｆ

06-6135-8787 就労継続支援（Ａ型）

みらいわーく 530-0041
大阪市北区天神橋三丁目１０番１７－６
０１号

06-6357-6315 就労継続支援（Ａ型）

Ｓａｉ 530-0042
大阪市北区天満橋一丁目１番４１号　Ｗ
＆Ｔビル２階

090-5649-1430 就労継続支援（Ａ型）

ワークス　アールアンドエー 530-0043
大阪市北区天満三丁目３番５号　Ｃ－２
ビル２階

06-6356-0301 就労継続支援（Ａ型）

アジュール東天満 530-0044
大阪市北区東天満一丁目１０番１２号
エル・エスト不動産　天満ビル５階

06-6242-8333 就労継続支援（Ａ型）

ワークスペース　リーフ 530-0044
大阪市北区東天満二丁目９番２号　ＡＸ
ＩＳ南森町ビル別館２階

06-6949-8487 就労継続支援（Ａ型）

就労支援事業所ちえの輪　西天満 530-0047
大阪市北区西天満四丁目５番８号　八方
商事第２ビル　２階

06-6755-4509 就労継続支援（Ａ型）

アヴェク南森町 530-0047
大阪市北区西天満五丁目１番１５号　西
天満パークビル２号館５Ｆ

06-6366-0511 就労継続支援（Ａ型）

ＡＮＤ＝Ｓ 530-0047
大阪市北区西天満五丁目１３番３号　高
橋ビル北３号館５０２号室

06-6766-4651 就労継続支援（Ａ型）

シーク南森町 530-0047
大阪市北区西天満三丁目４番２８号
トータス西天満１階

06-6311-1615 就労継続支援（Ａ型）

シーキューブ 530-0047
大阪市北区西天満五丁目６番１０号　富
田町パークビル２０６

06-6316-3755 就労継続支援（Ａ型）

プラスアルファⅡ 530-0047
大阪市北区西天満三丁目１番２５号　老
松コープ１００３・１００４号室

06-6467-4251 就労継続支援（Ａ型）

アヴェク 530-0053
大阪市北区末広町２番３７号　米澤ビル
３Ｆ

06-6311-2611 就労継続支援（Ａ型）

就労支援事業所　つみ木 530-0054
大阪市北区南森町二丁目１番２０号　南
森町エンシンビル６階

06-6312-1888 就労継続支援（Ａ型）

プラスアルファ 530-0056
大阪市北区兎我野町３番８号　寿楽ビル
２０１／２０２号／２０３号／２０５号

06-6123-7466 就労継続支援（Ａ型）

ＡＣＣＥＰＴ　ＣＯＦＦＥＥ 531-0041
大阪市北区天神橋七丁目１０番５号
ジェイワン天七ビル１階

06-6355-6150 就労継続支援（Ａ型）

シーク 531-0061
大阪市北区長柄西一丁目４番９号　ユニ
マックビル３階

06-6357-1615 就労継続支援（Ａ型）

中津サテライトオフィス 531-0071 大阪市北区中津一丁目４番１０号 06-6374-1481 就労継続支援（Ａ型）

セイフティ事業所 531-0071
大阪市北区中津一丁目１７番２５号　中
津インタービル６Ｆ

06-6459-7533 就労継続支援（Ａ型）
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プレイズ 531-0071 大阪市北区中津一丁目１８番９号８Ｆ 06-6136-4430 就労継続支援（Ａ型）

テーブルなかつ 531-0071 大阪市北区中津一丁目９番１６号 06-6147-3748 就労継続支援（Ａ型）

Ｉ．Ｃ．Ｇ．Ｊｏｂｓ 531-0071
大阪市北区中津一丁目１７番２５号　中
津インタービル５Ｆ

06-6599-9474 就労継続支援（Ａ型）

ベースてんろく 531-0074
大阪市北区本庄東二丁目２番３０号　ウ
イッシュ大阪ビル４階

06-6131-5330 就労継続支援（Ａ型）

オフィス　アールアンドエー 531-0074
大阪市北区本庄東二丁目１番２１号
キャピタルライフ２階２０２号室

06-6136-3741 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援　Ｓｅｅｄ　ｏｆ
Ｈｏｐｅ　大阪　天神橋筋店

531-0074
大阪市北区本庄東一丁目２２番３号　四
本ビル５０１

06-6478-8036 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｉｒｔｈｄａｙ　新梅田シティ
店

531-0076
大阪市北区大淀中一丁目１８番１４号
Ａｐｔ．新梅田１０１

070-8311-3862 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ　新大阪駅前 532-0003
大阪市淀川区宮原三丁目３番３号　ビク
トリアスビル４Ｆ

06-6195-8670 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型事業所フランベ 532-0003
大阪市淀川区宮原五丁目５番１５号　フ
ローライト新大阪

06-6151-5409 就労継続支援（Ａ型）

就労支援センター　ハーテス 532-0011
大阪市淀川区西中島四丁目５番２２号
第３新大阪ビル３０３

06-6476-9231 就労継続支援（Ａ型）

就労支援センター　ハーテスⅡ 532-0011
大阪市淀川区西中島四丁目６番１５号
ミツフ第３ビル６Ｆ

06-6795-9231 就労継続支援（Ａ型）

ＪｉＲｉＴｓ 532-0011
大阪市淀川区西中島六丁目３番２４号
北白石ビル西館６階

06-6195-1277 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｆｌａｐ 532-0011
大阪市淀川区西中島六丁目７番１２号
アーバンビル２Ｆ

06-4862-4294 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ　南方駅前 532-0011
大阪市淀川区西中島一丁目１４番１７号
アルバート新大阪ビル４０１

06-6195-8670 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｆｌａｐ２ 532-0011
大阪市淀川区西中島四丁目１３番２４号
花原第３ビル２Ｆ

06-6829-7025 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｆｌａｐ３ 532-0011
大阪市淀川区西中島六丁目１番１５号
アセンズ新大阪７階Ａ号

06-6476-7531 就労継続支援（Ａ型）

ｍｉｒａｃ 532-0011
大阪市淀川区西中島五丁目１３番１４号
共栄新大阪ビル９Ｆ

06-6829-6905 就労継続支援（Ａ型）

ネオワークス　新大阪 532-0011
大阪市淀川区西中島六丁目１１番２５号
第１０新大阪ビル５０１号

06-6886-8064 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ　メディア 532-0013
大阪市淀川区木川西一丁目１３番１５号
２Ｆ

06-6195-8649 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙメイト 532-0013
大阪市淀川区木川西一丁目４番１５号
１Ｆ

06-6476-7898 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ 532-0023
大阪市淀川区十三東１－１１－２８　光
第８ビル２Ｆ

06-6195-8649 就労継続支援（Ａ型）

就労支援センターにこにこ 532-0023 大阪市淀川区十三東二丁目１２番３８号 06-6391-8500 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｓｍｉｌｅ 532-0023
大阪市淀川区十三東一丁目８番１２号
松露興産十三ビル２階

06-6306-6640 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ　キャリア 532-0023
大阪市淀川区十三東一丁目８番１２号
松露興産十三ビル３Ｆ

06-6195-1743 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｓｍｉｌｅ　十三東 532-0023
大阪市淀川区十三東三丁目１８番１２号
伊藤ビル１階

06-6195-5622 就労継続支援（Ａ型）

オレーヴ 532-0024 大阪市淀川区十三本町二丁目４番２５号 06-6304-3111 就労継続支援（Ａ型）

ワークスペース　エース 532-0024
大阪市淀川区十三本町二丁目１番２０号
十三西口浜ビル１Ｆ

06-6303-3229 就労継続支援（Ａ型）

ちゃれんびぃ 533-0004 大阪市東淀川区小松二丁目１３番２３号 06-6990-8047 就労継続支援（Ａ型）

アシスト 533-0004
大阪市東淀川区小松一丁目１２番１６号
メゾンアベニュー１階

06-6195-7437 就労継続支援（Ａ型）

こころ 533-0006 大阪市東淀川区上新庄三丁目２番３号 06-7174-5148 就労継続支援（Ａ型）

スタッフルーム 533-0007 大阪市東淀川区相川一丁目８番１１号 06-6795-9228 就労継続支援（Ａ型）

ちゃれんびぃ　豊里事業所 533-0013 大阪市東淀川区豊里六丁目２８番１１号 06-6990-6507 就労継続支援（Ａ型）

就労支援事業所こころラボ 533-0031 大阪市東淀川区西淡路五丁目１番１号 06-6770-9113 就労継続支援（Ａ型）

就労支援事業所こころプラス 533-0032
大阪市東淀川区淡路四丁目６番２２号
工藤ビル３階

06-6195-9779 就労継続支援（Ａ型）

ワークホームＳＯＡ 533-0033
大阪市東淀川区東中島三丁目２番２号
レジデンス新大阪

06-6770-9056 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｓｍｉｌｅ　東中島 533-0033
大阪市東淀川区東中島２丁目８－６　新
大阪駅前ビル４０３、４０５、６０２号
室

06-6770-9011 就労継続支援（Ａ型）

チャレンズワーク 534-0024
大阪市都島区東野田町四丁目９番１９－
４０１号

06-6585-0409 就労継続支援（Ａ型）

しおん大阪 535-0005
大阪市旭区赤川一丁目３番５号　レーベ
ン旭２階

06-6180-5990 就労継続支援（Ａ型）

ワークセンターもーる城東 536-0001
大阪市城東区古市三丁目２２番２号　パ
ルコムマンション２階

06-6786-0088 就労継続支援（Ａ型）

ステップアップ 536-0004 大阪市城東区今福西一丁目１番２６号 06-6936-3300 就労継続支援（Ａ型）

サンフィールド城東 536-0004 大阪市城東区今福西五丁目１３番１３号 06-6939-3424 就労継続支援（Ａ型）

アントレッドワークス蒲生事業所 536-0004
大阪市城東区今福西四丁目４番２３号
石脇ビル２０２・２０５号

06-6931-0390 就労継続支援（Ａ型）

Ｋａｗａｓｅｍｉ 536-0005 大阪市城東区中央一丁目６番２９号 06-6935-1111 就労継続支援（Ａ型）
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マリアワークス 536-0006
大阪市城東区野江一丁目１番１号　角屋
京橋ビル３階

06-6934-7448 就労継続支援（Ａ型）

ニコサービス 536-0008
大阪市城東区関目一丁目１１－Ｂ　関目
コーポＢ棟１１０号

06-6932-2555 就労継続支援（Ａ型）

ワークスペース　グリーンズ 536-0015
大阪市城東区新喜多一丁目７番２５号
新英京橋ビル６階

06-6934-1156 就労継続支援（Ａ型）

Ｆｒｏｍｊｏｂ深江橋 537-0001
大阪市東成区深江北二丁目４番２６号
アベニュー沢瀉２Ａ

06-6973-3382 就労継続支援（Ａ型）

たつひろ深江橋事業所 537-0001
大阪市東成区深江北二丁目４番２６号
アベニュー沢瀉１Ｃ

06-6684-9028 就労継続支援（Ａ型）

ワークロード新深江 537-0002
大阪市東成区深江南一丁目１２番３－２
１０号

06-6975-1250 就労継続支援（Ａ型）

ひまわりワークルーム 537-0013
大阪市東成区大今里南一丁目１番２３号
ノアーズアーク今里駅前３０１号室

06-6977-2456 就労継続支援（Ａ型）

健美道　今里 537-0014
大阪市東成区大今里西二丁目１６番１５
号１０１号室

06-6974-1300 就労継続支援（Ａ型）

サンフィールド緑橋 537-0021 大阪市東成区東中本一丁目１０番１４号 06-7506-1602 就労継続支援（Ａ型）

グリーンブリッジ　ＮＡＮＡＩＲ
Ｏ

537-0022
大阪市東成区中本一丁目１１番１８号
ハビタスギハラ１階・４階

06-6975-8277 就労継続支援（Ａ型）

アトリア 537-0023
大阪市東成区玉津二丁目１番２７号　彩
貴ビル１階

06-6747-9726 就労継続支援（Ａ型）

健美道 537-0024 大阪市東成区東小橋三丁目９番２０号 06-4307-3991 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援事業所パッソアパッ
ソ

537-0024
大阪市東成区東小橋二丁目２番２１号
松山ビル２階

06-6973-3346 就労継続支援（Ａ型）

あんだんて鶴見緑地事業所 538-0035 大阪市鶴見区浜四丁目１９番１２号 06-6115-5278 就労継続支援（Ａ型）

ハッピーワークス 538-0037 大阪市鶴見区焼野一丁目南１１番６号 06-7181-0690 就労継続支援（Ａ型）

ワークサポート　鶴見 538-0041
大阪市鶴見区今津北五丁目５番６－１０
１号

06-6964-5920 就労継続支援（Ａ型）

ビザライト 538-0051 大阪市鶴見区諸口一丁目１番９号 06-6780-4470 就労継続支援（Ａ型）

レイオブライト 538-0054
大阪市鶴見区緑一丁目７番１５号　ＴＭ
Ｓ３階

06-6167-4317 就労継続支援（Ａ型）

（株）正栄Ｓｕｎワーク 540-0004
大阪市中央区玉造一丁目１３番４号　小
林ビル６０１

06-6777-3100 就労継続支援（Ａ型）

健美道　玉造 540-0004 大阪市中央区玉造二丁目９番８号　１階 06-6767-2500 就労継続支援（Ａ型）

トレンドクリエイツ 540-0008
大阪市中央区大手前一丁目６番４号
リップル天満橋ビル８階

06-6450-6669 就労継続支援（Ａ型）

バリューラボ　フクロウ 540-0012
大阪市中央区谷町二丁目２番２２号　Ｎ
Ｓビル２Ｆ

06-6244-9697 就労継続支援（Ａ型）

リベラーラ 540-0012
大阪市中央区谷町三丁目１番９号　ＭＧ
大手前ビル２階

080-2874-0008 就労継続支援（Ａ型）

ひゅーまんきゃんぱす 540-0013
大阪市中央区内久宝寺町四丁目３番８－
５０２号

06-6776-2292 就労継続支援（Ａ型）

ハートキャリー 540-0019
大阪市中央区和泉町一丁目１番１４号
ワイエムピー谷町ビル８０５号

06-4301-4430 就労継続支援（Ａ型）

イオンサポート 540-0021
大阪市中央区大手通三丁目３番６号　本
町橋ビル２階

06-6949-1616 就労継続支援（Ａ型）

ななほしフレンズ 540-0021
大阪市中央区大手通三丁目３番６号　本
町橋ビル３Ｆ

06-6949-8515 就労継続支援（Ａ型）

トラストウェイ 540-0023
大阪市中央区北新町２番６号　ツムラ谷
町ビル２Ｆ

06-6945-5000 就労継続支援（Ａ型）

株式会社リーパス・オフィスサ
ポート徳井町

540-0025
大阪市中央区徳井町二丁目２番９号　米
澤ビル徳井町３０１号

06-6920-1518 就労継続支援（Ａ型）

クィーンビー 540-0026
大阪市中央区内本町一丁目３番１０号
内本町ビューハイツ２Ｆ

06-6946-9191 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型事業所きずなは
うす谷町四丁目

540-0026
大阪市中央区内本町一丁目２番１３号
谷四ばんらいビル６２号室

06-4790-7277 就労継続支援（Ａ型）

リアン内本町 540-0026
大阪市中央区内本町一丁目２番１２号
清美ビル３階

06-6585-0837 就労継続支援（Ａ型）

いち就労継続支援Ａ型事業所 540-0026
大阪市中央区内本町二丁目３番１１号
内本町グリーンビル８０１号室

06-4397-4707 就労継続支援（Ａ型）

リアン谷町 540-0026
大阪市中央区内本町一丁目２番１４号
秀和ビル１０階

06-6940-0877 就労継続支援（Ａ型）

ハニービー 540-0028 大阪市中央区常盤町一丁目４番９号 06-6920-8282 就労継続支援（Ａ型）

オリーブ 540-0029
大阪市中央区本町橋５番１４号　オー
ジービル本町橋１０Ｆ

090-3678-4095 就労継続支援（Ａ型）

なかの屋 540-0032
大阪市中央区天満橋京町１－２３　サン
システム天満橋ビル８階

06-6180-4200 就労継続支援（Ａ型）

なかの屋　天満橋 540-0032
大阪市中央区天満橋京町１番２３号　サ
ンシステム天満橋ビル７Ｆ

06-6945-0381 就労継続支援（Ａ型）

なかの屋　釣鐘町 540-0035
大阪市中央区釣鐘町一丁目１番１１号
ＭＪビル６階

06-6947-0309 就労継続支援（Ａ型）

はるとぴあ北浜 541-0041
大阪市中央区北浜一丁目３番２号　日宝
北浜アークビル２Ｆ

090-5090-6495 就労継続支援（Ａ型）

リリーフ 541-0043
大阪市中央区高麗橋二丁目２番２号　４
階

06-6224-0420 就労継続支援（Ａ型）

たのしい職場　北浜 541-0046
大阪市中央区平野町一丁目８番１１号
ルート北浜ビル８Ｆ

06-6229-1421 就労継続支援（Ａ型）
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多機能型就労支援事業所　スプリ
ングス

541-0046
大阪市中央区平野町一丁目５番１１号
１０Ｆ

06-4708-7410 就労継続支援（Ａ型）

ＨＯＰＥワークス北浜 541-0046
大阪市中央区平野町一丁目７番６号　エ
ストビル３Ｆ

06-6223-3355 就労継続支援（Ａ型）

ｓｅｌｆ－Ａ・エナベルほんまち 541-0051
大阪市中央区備後町一丁目５番１６号
ロータスビル５階

06-4706-1101 就労継続支援（Ａ型）

わーくぷらす堺筋本町ひまわり 541-0053
大阪市中央区本町一丁目２番２号　ラ
シーヌ本町ビル６階

06-4708-6345 就労継続支援（Ａ型）

フェニックスサポート 541-0053
大阪市中央区本町一丁目２番１号　本町
リバーサイドビル３階

06-6210-2666 就労継続支援（Ａ型）

就労支援センター　ハーテス本町 541-0054
大阪市中央区南本町二丁目１番１号　本
町サザンビル９０１号

06-6266-3131 就労継続支援（Ａ型）

フォルテライズ 541-0054
大阪市中央区南本町三丁目４番７号　第
一住建　御堂筋本町ビル６０１号

06-6241-3330 就労継続支援（Ａ型）

ポピー 541-0054
大阪市中央区南本町一丁目３番２１号
トウマビル６０２号

06-4963-3404 就労継続支援（Ａ型）

メビウス本町 541-0054
大阪市中央区南本町二丁目１番１４号
太陽マークビル３階

06-4705-7575 就労継続支援（Ａ型）

チャレンジアップ堺筋本町 541-0058
大阪市中央区南久宝寺町一丁目９番８号
ダイキビル５階

06-6226-7741 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援事業所　リレー 541-0058
大阪市中央区南久宝寺町二丁目４番１０
号　４０２

06-6484-6117 就労継続支援（Ａ型）

チャレンジアップ　南久宝寺 541-0058
大阪市中央区南久宝寺町二丁目１番９号
船場メディカルビル５階

06-4256-3777 就労継続支援（Ａ型）

わーくぷらす 541-0059
大阪市中央区博労町一丁目７番７号　中
央博労町ビル７階７０４号

06-7878-6806 就労継続支援（Ａ型）

エナベル長堀橋 541-0059
大阪市中央区博労町一丁目７番７号　中
央博労町ビル８０４号室

06-4256-4761 就労継続支援（Ａ型）

ＷＥＬＬ　ＷＯＲＫ 541-0059
大阪市中央区博労町二丁目６番７号　大
バスビル心斎橋５０１号室

06-6251-7777 就労継続支援（Ａ型）

シータ 542-0012
大阪市中央区谷町七丁目１番３９号　新
谷町第二ビル３１４

06-4302-4907 就労継続支援（Ａ型）

フローラⅡ 542-0012
大阪市中央区谷町九丁目１番１８号　ア
クセス谷町ビル８Ｆ

06-6191-8080 就労継続支援（Ａ型）

Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ 542-0012
大阪市中央区谷町九丁目１番１８号　ア
クセス谷町５－Ａ

06-6191-1369 就労継続支援（Ａ型）

イング 542-0064
大阪市中央区上汐二丁目３番１０号　上
汐Ｌｅｅｓビル４Ｆ

06-6711-0395 就労継続支援（Ａ型）

あいあいわーく 542-0073
大阪市中央区日本橋一丁目１７番１７号
ピカソ日本一ビル５０３号

06-6599-8400 就労継続支援（Ａ型）

ビジネス・ライフデザイン 542-0081 大阪市中央区南船場二丁目６番１０号 06-4705-8358 就労継続支援（Ａ型）

ぐろーあっぷ 542-0081
大阪市中央区南船場二丁目３番６号　第
一住建長堀橋駅前ビル４０４号室

06-7777-2770 就労継続支援（Ａ型）

チャレンジアップ　長堀橋 542-0081
大阪市中央区南船場二丁目４番２０号
大阪福谷ビル４Ｆ

06-6210-5952 就労継続支援（Ａ型）

ｅｓｐｏ！長堀橋 542-0081
大阪市中央区南船場一丁目３－９　ＴＡ
ＢＩＹＡＤＯＢＬＤＧ心斎橋４０１号室

06-6266-2222 就労継続支援（Ａ型）

未来　南船場 542-0081
大阪市中央区南船場三丁目２番２２－２
０６号

06-4256-3240 就労継続支援（Ａ型）

クローマ 542-0082
大阪市中央区島之内一丁目２２番２２号
第一住建島之内堺筋ビル９０３号

06-6210-4718 就労継続支援（Ａ型）

ネオワークス　長堀橋 542-0082
大阪市中央区島之内一丁目１３番３号
おおきに東心斎橋ビル３０２号室

06-4252-0662 就労継続支援（Ａ型）

アナザースカイ　－Ａｎｏｔｈｅ
ｒ　Ｓｋｙ－

543-0001
大阪市天王寺区上本町六丁目２番２６号
大和上六ビル４階

06-6770-5396 就労継続支援（Ａ型）

上本町就労継続支援　パピヨン 543-0001
大阪市天王寺区上本町五丁目７番１８号
西川ビル５０３

06-6777-1522 就労継続支援（Ａ型）

松下福祉サポート 543-0001
大阪市天王寺区上本町七丁目１番２４号
松下ビル９階

06-6777-8141 就労継続支援（Ａ型）

１０ｉｒｏ 543-0002
大阪市天王寺区上汐三丁目２番１７号
コモド上汐ビル８０２

06-6777-1946 就労継続支援（Ａ型）

ワークスペースエース上本町 543-0023
大阪市天王寺区味原町１４番９号　上本
町東ビル２０５号室

06-6777-4469 就労継続支援（Ａ型）

クリーフ 543-0023
大阪市天王寺区味原町１４番３号　上本
町東シティハウス３０５号

06-6796-7590 就労継続支援（Ａ型）

アルファセブン 543-0028
大阪市天王寺区小橋町２番１３号　Ｉ・
Ｄ・Ｍビル５０１号

06-4305-7957 就労継続支援（Ａ型）

ゲットワークエナベル 543-0041
大阪市天王寺区真法院町６番１２号　真
法院ｊｎビル５階

06-6773-9851 就労継続支援（Ａ型）

就労支援センター寺田町 543-0044
大阪市天王寺区国分町１３番８号　グ
リーンヒル１０８　２Ｆ

06-6776-8792 就労継続支援（Ａ型）

インクルージョン 543-0052
大阪市天王寺区大道四丁目２番３号　八
千代興産寺田町ビル３階５階

06-6773-1541 就労継続支援（Ａ型）

ネクストステージエイブル 543-0053 大阪市天王寺区北河堀町８番１３号 06-6771-8851 就労継続支援（Ａ型）

グリーンズ阿倍野 543-0054
大阪市天王寺区南河堀町８番１３号　天
王寺ＭＩＹＯ　２階

06-6776-2874 就労継続支援（Ａ型）

ビジネスプランニングセンター 543-0072
大阪市天王寺区生玉前町１番２１号　小
山ビルグランシャリオ６階

06-6777-3058 就労継続支援（Ａ型）

スキルアップ 543-0072
大阪市天王寺区生玉前町１番１３号　Ｔ
ＰＧビル谷町７Ｆ

06-4305-3473 就労継続支援（Ａ型）
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ココカラ 543-0072
大阪市天王寺区生玉前町１番１３号　Ｔ
ＰＧビル谷町５Ｆ

06-6105-2386 就労継続支援（Ａ型）

神戸屋 544-0001 大阪市生野区新今里七丁目８番１６号 06-6757-8361 就労継続支援（Ａ型）

神戸屋Ⅱ 544-0001 大阪市生野区新今里七丁目１１番４号 06-6757-2110 就労継続支援（Ａ型）

パール 544-0001 大阪市生野区新今里四丁目１０番２０号 06-6752-3877 就労継続支援（Ａ型）

思いやり就労支援センター　リヤ
ン

544-0003 大阪市生野区小路東二丁目１２番１５号 06-4306-1243 就労継続支援（Ａ型）

ワークロード 544-0013 大阪市生野区巽中二丁目１７番６号 06-6748-0507 就労継続支援（Ａ型）

ワークロード巽東 544-0014
大阪市生野区巽東一丁目１番３２号　荻
田ビル７０３

06-6758-5777 就労継続支援（Ａ型）

アントールド 544-0014
大阪市生野区巽東二丁目８番３２号　荻
田第４ビル２０１号

06-4309-5420 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型スタンドアップ
舎利寺

544-0022 大阪市生野区舎利寺二丁目４番２８号 06-4303-3502 就労継続支援（Ａ型）

Ｓｕｎワーク桃谷 544-0034
大阪市生野区桃谷一丁目１３番１号　新
栄プロパティー桃谷４階

06-6711-7800 就労継続支援（Ａ型）

シードリーフ 545-0021
大阪市阿倍野区阪南町一丁目２７番１７
号　服部ビル２Ｆ

06-6625-8765 就労継続支援（Ａ型）

だいこん畑　昭和町店 545-0021
大阪市阿倍野区阪南町三丁目３３番１号
ルミネス阪南１Ｆ

06-6777-7600 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ　あべの 545-0051
大阪市阿倍野区旭町二丁目１番１－１３
５・１８６号

06-4394-8436 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙクリエイト 545-0051 大阪市阿倍野区旭町一丁目６番３号 06-4394-8436 就労継続支援（Ａ型）

グッドリーフ 545-0053
大阪市阿倍野区松崎町四丁目４番１８号
アベノフォーラム１Ｆ

06-6809-7221 就労継続支援（Ａ型）

ウイズリーフ 545-0053
大阪市阿倍野区松崎町四丁目５番３１号
アベクマビル４Ｆ，５Ｆ

06-7221-0063 就労継続支援（Ａ型）

Ｆｒｏｍｊｏｂ東住吉 546-0001 大阪市東住吉区今林四丁目１３番７号 06-6776-2852 就労継続支援（Ａ型）

だいこん畑東部市場店 546-0001
大阪市東住吉区今林一丁目２番６８号
大阪市中央卸売市場東部市場内

06-6777-7600 就労継続支援（Ａ型）

だいこん畑　東住吉本店 546-0003 大阪市東住吉区今川六丁目４番２４号 06-6777-7600 就労継続支援（Ａ型）

Ｇｒｉｖｅｒ照ヶ丘 546-0021
大阪市東住吉区照ケ丘矢田一丁目１１番
３号

06-6707-2022 就労継続支援（Ａ型）

ほっと　Ｓｐａｃｅ 546-0031 大阪市東住吉区田辺一丁目１０番１０号 090-9282-6678 就労継続支援（Ａ型）

楽らく 546-0043 大阪市東住吉区駒川五丁目４番１５号 06-6609-5535 就労継続支援（Ａ型）

徳の庵平野 547-0001
大阪市平野区加美北一丁目１６番１３号
メゾングレース１Ｆ

06-6757-5136 就労継続支援（Ａ型）

ねくすとべーす 547-0002 大阪市平野区加美東四丁目１２番１１号 06-6792-8077 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ　平野 547-0002 大阪市平野区加美東四丁目１７番１７号 06-6796-7275 就労継続支援（Ａ型）

Ｆａｍｉｌｙ　Ｃｉｒｃｌｅ 547-0011 大阪市平野区長吉出戸八丁目５番３号 06-6777-2598 就労継続支援（Ａ型）

ヒラキンサポート 547-0011
大阪市平野区長吉出戸七丁目１１番１９
号　Ｂ号

06-6777-4162 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型スタンドアップ
長吉出戸

547-0011 大阪市平野区長吉出戸四丁目１番６号 06-6776-2990 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援事業所ＮＥＸＴ 547-0011
大阪市平野区長吉出戸四丁目３番４２号
２階

06-4302-6033 就労継続支援（Ａ型）

特定非営利活動法人竹光自立支援
センター

547-0014
大阪市平野区長吉川辺三丁目１４番１７
号

06-6799-3282 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型スタンドアップ 547-0027 大阪市平野区喜連四丁目１３番１１号 06-6777-1386 就労継続支援（Ａ型）

まなびの郷　平野西 547-0033
大阪市平野区平野西三丁目６番２８号
ＰＡＬＭＩＺＩＯ平野西Ⅲ１１０号室

06-4392-7597 就労継続支援（Ａ型）

Ｃｕｄｄｌｅ 547-0035 大阪市平野区西脇二丁目６番１２号 06-6790-2677 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型スタンドアップ
市町ファクトリー

547-0042 大阪市平野区平野市町一丁目３番２６号 06-6777-1389 就労継続支援（Ａ型）

ＰＥＡＣＥウェル 547-0045
大阪市平野区平野上町一丁目１０番１１
号　和光服装ビル１階

06-6777-7617 就労継続支援（Ａ型）

Ｓｍｉｌｅ　Ｆａｃｔｏｒｙ　平
野

547-0045 大阪市平野区平野上町一丁目５番１０号 06-6105-4507 就労継続支援（Ａ型）

あいかんぱにー 547-0046 大阪市平野区平野宮町一丁目４番２９号 06-6777-1758 就労継続支援（Ａ型）

わーくさぽーとあたらしⅡ 550-0001
大阪市西区土佐堀一丁目６番２０号　新
栄ビル８０１Ａ号

06-6443-3777 就労継続支援（Ａ型）

フライングポニー 550-0001
大阪市西区土佐堀一丁目６番１０号　土
佐堀トキワビル４階

06-6449-3500 就労継続支援（Ａ型）

わーくさぽーとあたらし 550-0002
大阪市西区江戸堀一丁目２３番１３‐５
０１号

06-6441-3777 就労継続支援（Ａ型）

てくにかるさぽーとあたらし 550-0003
大阪市西区京町堀一丁目１２番９号　プ
ロト大阪ビル４階Ａ

06-6449-3737 就労継続支援（Ａ型）

Ｓｏ－Ｔｅｎ靭 550-0004
大阪市西区靱本町二丁目９番７号　岡崎
橋ビル１００１

06-6136-7761 就労継続支援（Ａ型）

てあてる 550-0005
大阪市西区西本町三丁目１番１４号　松
屋レジデンス１Ｆ

06-4391-3393 就労継続支援（Ａ型）

ウィステリア 550-0005
大阪市西区西本町二丁目５番１９号　東
海建物西本町ビル３０６

06-6567-9103 就労継続支援（Ａ型）

アイキャン 550-0011
大阪市西区阿波座一丁目１２番２１号
レオイアビル６階

06-6543-3355 就労継続支援（Ａ型）

ワークロード阿波座 550-0011
大阪市西区阿波座一丁目３番１号　本町
福島ビル２階

06-6586-6230 就労継続支援（Ａ型）
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ロジックラボ 550-0012
大阪市西区立売堀一丁目１１番１７号
スギタビル６階

06-6585-9813 就労継続支援（Ａ型）

ＮＯＡＨ 550-0012 大阪市西区立売堀一丁目８番６号 06-6537-2250 就労継続支援（Ａ型）

ポリフォニー 550-0015
大阪市西区南堀江三丁目１２番２３号
不二建物西長堀ビル５０２

06-4395-5881 就労継続支援（Ａ型）

カフェ・ボン・セジュール 550-0027
大阪市西区九条三丁目５番１０号　美好
ハイツ

06-6582-0050 就労継続支援（Ａ型）

チェリーブロッサム 550-0027
大阪市西区九条一丁目２７番６号　九条
ビル５０３

06-6583-6538 就労継続支援（Ａ型）

ｃｏｃｏｍｉｔａ 551-0002
大阪市大正区三軒家東一丁目１４番７号
中善大正ハイツ１階１Ｄ号室

06-6551-0031 就労継続支援（Ａ型）

もぐら 551-0003 大阪市大正区千島二丁目２番３６号 06-6556-3355 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型事業所　フォレ
スト

551-0003
大阪市大正区千島三丁目１１番１３号
グリタビル２Ｆ

06-6554-5567 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ　アドバンス 552-0002 大阪市港区市岡元町一丁目１番３３号 06-4394-8436 就労継続支援（Ａ型）

けあふる弁天町 552-0003 大阪市港区磯路三丁目１８番１５号 06-6958-5010 就労継続支援（Ａ型）

けあふる 552-0004
大阪市港区夕凪二丁目１８番５号　朝潮
ビル

06-6573-0101 就労継続支援（Ａ型）

Ｇｒｉｖｅｒ 552-0021 大阪市港区築港二丁目３番２号 06-4394-8093 就労継続支援（Ａ型）

フィール福島 553-0003 大阪市福島区福島五丁目１６番１５号 06-6147-2688 就労継続支援（Ａ型）

グローイング福島 553-0005
大阪市福島区野田四丁目５番９号　オー
シャンビル３Ｆ

06-6461-0788 就労継続支援（Ａ型）

ＪＯＹ 553-0006 大阪市福島区吉野四丁目２５番５号 06-4804-2222 就労継続支援（Ａ型）

就労クリエイター　ＨＯＰＥ 554-0024
大阪市此花区島屋三丁目１０番１６号
島屋ビル１階

06-6461-7787 就労継続支援（Ａ型）

舞洲フェルム 554-0042 大阪市此花区北港緑地二丁目１番１９号 06-6136-7871 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙみてじま 555-0012
大阪市西淀川区御幣島二丁目１１番４４
号

06-6795-9762 就労継続支援（Ａ型）

みらい 555-0024 大阪市西淀川区野里一丁目４番７号 06-6476-3577 就労継続支援（Ａ型）

桜ほのぼの苑　姫島事業所 555-0033 大阪市西淀川区姫島五丁目１０番２１号 06-6829-6201 就労継続支援（Ａ型）

ベストライフ 556-0005
大阪市浪速区日本橋四丁目５番２１号
Ｍｅｂｉｕｓ難波東Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ
５０１

070-1181-5476 就労継続支援（Ａ型）

ベストライフなんば２号店 556-0005 大阪市浪速区日本橋四丁目７番１０号 080-4106-2396 就労継続支援（Ａ型）

フローラ難波 556-0005
大阪市浪速区日本橋四丁目２番１５号
パーク日本橋３０２

06-6626-4848 就労継続支援（Ａ型）

メビウス日本橋 556-0005
大阪市浪速区日本橋四丁目２番１５号
パーク日本橋３０１

06-4307-4545 就労継続支援（Ａ型）

Ｆａｍｉｌｙなんば 556-0011
大阪市浪速区難波中三丁目１４番５号
新日本難波ビル１階

06-6626-9515 就労継続支援（Ａ型）

ピース 556-0014 大阪市浪速区大国一丁目１１番１号 06-6647-2077 就労継続支援（Ａ型）

フォレストアウル大国町作業所 556-0014
大阪市浪速区大国三丁目７番２４号
オーパスＪＫ２Ｆ

06-6537-7772 就労継続支援（Ａ型）

みどりの風西川 556-0014
大阪市浪速区大国一丁目３番４号　レッ
クビル２階

06-6649-0777 就労継続支援（Ａ型）

なんば就労支援センター 556-0016
大阪市浪速区元町一丁目１１番８号　Ｓ
ＡＫＩＭＯＴＯＢＬＤＧ５０１

06-6684-9223 就労継続支援（Ａ型）

就労創造センターせふぃろと 556-0021
大阪市浪速区幸町二丁目４番１５号　マ
ナベハイツ桜川１０１

06-6562-7735 就労継続支援（Ａ型）

フローラ 556-0021 大阪市浪速区幸町二丁目２番４０号 06-6575-9810 就労継続支援（Ａ型）

ロイヤルビー 556-0021
大阪市浪速区幸町二丁目２番４０号　グ
ラスホッパー２Ｆ

06-6563-6767 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型事業所グルーヴ 556-0022
大阪市浪速区桜川四丁目４番４号　ドゥ
エリング桜川１Ｆ

06-4394-7888 就労継続支援（Ａ型）

フォレストアウル動物園前太子 557-0002
大阪市西成区太子一丁目１番１８号　ワ
カバビル６階

06-6630-8811 就労継続支援（Ａ型）

ＱＯＬさぽーと 557-0014
大阪市西成区天下茶屋三丁目２８番２３
号５Ｆ

06-6654-9191 就労継続支援（Ａ型）

Ａ　ｗｏｒｋｓ　柚 557-0014 大阪市西成区天下茶屋三丁目２２番２号 072-970-6524 就労継続支援（Ａ型）

小さな木 557-0016 大阪市西成区花園北二丁目８番５号 06-6630-8744 就労継続支援（Ａ型）

ＲＥ：ワーク　玉出店 557-0043 大阪市西成区玉出東二丁目５番３４号 06-6658-7558 就労継続支援（Ａ型）

やさしいあおぞら 557-0044 大阪市西成区玉出中二丁目５番１４号 070-8406-3160 就労継続支援（Ａ型）

街かどあぐりにしなり 557-0061 大阪市西成区北津守四丁目９番５号 06-6567-1007 就労継続支援（Ａ型）

株式会社ダイコーアシスト 557-0063 大阪市西成区南津守四丁目４番１２号 06-6657-5090 就労継続支援（Ａ型）

ＬＩＣワークパートナーズあびこ 558-0014
大阪市住吉区我孫子四丁目６番２１号
エストゥディオアビコ１０１号室

06-4700-7098 就労継続支援（Ａ型）

ワンモアステップ 558-0023
大阪市住吉区山之内三丁目７番６号　１
０２号室

06-6696-8875 就労継続支援（Ａ型）

ライフカンパニー住吉 558-0032 大阪市住吉区遠里小野二丁目４番２２号 06-6624-9827 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型事業所　南海ラ
イフリレーションあびこ道

558-0033 大阪市住吉区清水丘三丁目１４番８１号 06-6676-6802 就労継続支援（Ａ型）

オリーブ事業所 558-0044
大阪市住吉区長峡町６番１２号　メゾン
森重２Ｆ

06-7165-4380 就労継続支援（Ａ型）

ライフカンパニー 559-0003 大阪市住之江区安立四丁目１番４号 06-6657-4149 就労継続支援（Ａ型）
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桜井ケアセンター就労継続支援Ａ
型

559-0003 大阪市住之江区安立三丁目６番２６号 06-6676-2255 就労継続支援（Ａ型）

スマイルヒューマン 559-0004
大阪市住之江区住之江一丁目２番２４号
ライズ住之江１Ｆ

050-3591-8639 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型Ｂ型　わか 559-0005
大阪市住之江区西住之江二丁目１番１号
２階

06-6675-3689 就労継続支援（Ａ型）

フォレストアウル 559-0011
大阪市住之江区北加賀屋一丁目２番４５
号　Ｓ＆Ｊマンション１Ｆ

06-6686-3001 就労継続支援（Ａ型）

就労支援センタークラン豊中 560-0023
豊中市岡上の町四丁目４番１号　タナカ
産業第一ビル　３階

06-6858-1510 就労継続支援（Ａ型）

リコサービス豊中 560-0023
豊中市岡上の町四丁目４番１号　タナカ
産業第一ビル３階

06-6858-1510 就労継続支援（Ａ型）

ネオワークス豊中 560-0023
豊中市岡上の町四丁目４番１号　タナカ
産業第一ビル３階

06-6848-9691 就労継続支援（Ａ型）

楽 560-0025
豊中市立花町１－２－８　サニーハウス
豊中

06-6845-9123 就労継続支援（Ａ型）

ル・プラス 561-0843 豊中市上津島一丁目４番３号 06-6151-3701 就労継続支援（Ａ型）

ｓｅｌｆ－Ａ・セブン中桜塚 561-0881
豊中市中桜塚一丁目２０番１１号　ＣＯ
ＺＹ中桜塚１階

06-6151-5419 就労継続支援（Ａ型）

ファーストステップ 561-0881
豊中市中桜塚二丁目２１番７号　復興ビ
ル４階Ａ区画

06-6844-2263 就労継続支援（Ａ型）

ｓｅｌｆ－Ａ・セブン豊中市役所
前

561-0881
豊中市中桜塚二丁目２１番７号　福興ビ
ル４階Ａ区

06-6844-2263 就労継続支援（Ａ型）

みずほおおぞら就労継続支援Ａ型
事業所

561-0891 豊中市走井三丁目５番３５号 06-6848-3644 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型事業所　Ｓｕｎ
はーと　Ａｑｕａ

562-0004
箕面市牧落１丁目５番１３号シャレード
牧落Ⅱ２０１号室、２０２号室

072-737-7781 就労継続支援（Ａ型）

桜ほのぼの苑 562-0041 箕面市桜四丁目１１番１５号 072-734-6110 就労継続支援（Ａ型）

らいふテラス 563-0032
池田市石橋三丁目１番１１号　大空第２
ビル２階

072-736-9570 就労継続支援（Ａ型）

就労支援事業所ちえの輪　池田 563-0056 池田市栄町５番５号イオ池田１階 072-734-8761 就労継続支援（Ａ型）

就労支援事業所ちえの輪　池田五
月山

563-0058
池田市栄本町７番６号　ホープ池田栄本
町１階

072-737-6333 就労継続支援（Ａ型）

あっとワーク 564-0004 吹田市原町三丁目３番７－１０１号 06-6170-7270 就労継続支援（Ａ型）

フォレストリバー 564-0041 吹田市泉町二丁目４７番８号 06-6821-7459 就労継続支援（Ａ型）

就労支援事業所フレイ 564-0045 吹田市金田町５番３９号 06-6155-8806 就労継続支援（Ａ型）

ライム 564-0051
吹田市豊津町６０番９号　エクセル江坂
１階

06-6155-4110 就労継続支援（Ａ型）

フィール 564-0051
吹田市豊津町１４番１０号丸萬ビル６０
１号室

06-6170-6485 就労継続支援（Ａ型）

ジャスワーク 564-0053 吹田市江の木町１７番３７－２０３号 06-7777-2040 就労継続支援（Ａ型）

就労支援事業所アイリス 564-0053
吹田市江の木町１７－３７　シティコー
プ江坂２０２号室

0120-939-095 就労継続支援（Ａ型）

ほんのきもち 564-0062
吹田市垂水町三丁目１８番９号ユーコー
ビル５０１

06-6318-7822 就労継続支援（Ａ型）

レモン 564-0063 吹田市江坂町一丁目２３番４３号 06-6170-3680 就労継続支援（Ａ型）

サポートステーションジラフ 564-0063
吹田市江坂町一丁目１６番２８号ハー
ヴェスタ江坂２０４

06-6155-6834 就労継続支援（Ａ型）

株式会社エマン 566-0001 摂津市千里丘一丁目１３番２７号 06-4861-5225 就労継続支援（Ａ型）

ＪＡＦＬＯ大阪 566-0046 摂津市別府三丁目１９番１８号 06-6770-9709 就労継続支援（Ａ型）

ＺＥＲＯ摂津事業所 566-0047 摂津市浜町１１番２３号 06-6178-6660 就労継続支援（Ａ型）

イルカ 566-0062 摂津市鳥飼上四丁目８番２３号 072-678-0005 就労継続支援（Ａ型）

おかえりホームきゅら海 566-0064 摂津市鳥飼中二丁目４番３６号 072-665-5000 就労継続支援（Ａ型）

ＮＰＯ法人大阪精神障害者就労支
援ネットワークアクアクララ北大
阪

567-0005 茨木市五日市一丁目６番１７号 072-624-3911 就労継続支援（Ａ型）

トライステップ茨木 567-0023 茨木市西河原二丁目１０番２０号１階 072-625-8585 就労継続支援（Ａ型）

ほまれの家茨木店 567-0031
茨木市春日一丁目５番１７号　クライン
フェルトビル３Ｆ

072-620-6262 就労継続支援（Ａ型）

ジョイフラット 567-0031 茨木市春日一丁目５番５号 072-621-8550 就労継続支援（Ａ型）

ナーチャーハーツ 567-0032
茨木市西駅前町１４番１９号　茨木第２
ビル６０２号

072-627-3373 就労継続支援（Ａ型）

なないろＷｏｒｋｓ 567-0818
茨木市本町６番１３号　マプログレイス
Ⅱ１階

072-648-5471 就労継続支援（Ａ型）

オリエンタルワークス 567-0821
茨木市末広町４－４１ブロッサム茨木１
階１０１号

072-665-7496 就労継続支援（Ａ型）

エンジョイ・ラボ 567-0831 茨木市鮎川二丁目１３番１号 072-634-8828 就労継続支援（Ａ型）

ｓｅｌｆ－Ａ・アムール 567-0852
茨木市小柳町１３番１７号　ヘラルダー
９０　１階

072-633-1111 就労継続支援（Ａ型）

ジョブステージ 567-0865
茨木市横江２－８－４３　Ｃ－ＰＯＩＮ
Ｔビル１Ａ

072-646-8795 就労継続支援（Ａ型）

すてっぷべーす 567-0888 茨木市駅前三丁目７番１４号　２階 072-665-9140 就労継続支援（Ａ型）

ポエムハート 567-0888
茨木市駅前二丁目１番１６号　ＪＲ茨木
中央ビル３階

072-645-5200 就労継続支援（Ａ型）

あおぞらワーキングテラス 567-0892
茨木市並木町１８番４０号ハイツ並木１
０２号室

072-655-7507 就労継続支援（Ａ型）

-　資93　-



ユニークコパン 569-0022 高槻市須賀町４７番１９号２階 072-668-5529 就労継続支援（Ａ型）

ユニーク 569-0071
高槻市城北町一丁目５番２５号　土屋第
３ビル４階

072-661-3522 就労継続支援（Ａ型）

ハーモニー 569-0081 高槻市宮野町２番３号 072-671-8522 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型事業所テックエ
キスパート

569-0805
高槻市上田辺町１番３０号　上田辺ビル
５階

072-681-0122 就労継続支援（Ａ型）

イー・アス 569-1144
高槻市大畑町３番２号　ワタナベビル２
階

072-668-7143 就労継続支援（Ａ型）

就労支援センター　グリット 570-0005 守口市八雲中町二丁目１番４号 06-6991-8998 就労継続支援（Ａ型）

ヒロタ製作所 570-0008 守口市八雲北町三丁目20番12号 06-6998-6977 就労継続支援（Ａ型）

ひかり 570-0015 守口市梶町一丁目３３番２号 06-6901-6112 就労継続支援（Ａ型）

みらいワーク 570-0017
守口市佐太東町一丁目３１番８号　Ｌｏ
ｇｏ－Ｓｔｕｄｉｏ１階

06-7165-7305 就労継続支援（Ａ型）

守口ワークプレイス 570-0031
守口市橋波東之町三丁目４番３号　さく
らビル３階

06-6998-5999 就労継続支援（Ａ型）

ｅ－クオリティー 570-0043 守口市南寺方東通５丁目１１番２号 06-6994-7480 就労継続支援（Ａ型）

ステラ守口 570-0054 守口市大枝西町８－５ 06-6780-4155 就労継続支援（Ａ型）

こと葉 570-0079 守口市金下町一丁目４番６号 06-6926-9127 就労継続支援（Ａ型）

Ｌ．Ｉ．Ｊ 570-0081 守口市日吉町一丁目２番３号 06-6992-5666 就労継続支援（Ａ型）

門真ワークプレイス 571-0009 門真市下馬伏町９番２８号 072-887-3211 就労継続支援（Ａ型）

就労支援センター門真 571-0030
門真市末広町３２－５　ポポロタカヒロ
２０５

06-6926-9451 就労継続支援（Ａ型）

グローアップ 571-0039 門真市速見町５番５号１０２号室 06-6991-9781 就労継続支援（Ａ型）

ジョブハウスくすの木 571-0041
門真市柳町１番１８号　菊岡マンション
１０３号

06-7897-7050 就労継続支援（Ａ型）

ｓｅｌｆ－Ａ・レーヴ 571-0048
門真市新橋町６番１２号　キヨメビル３
－Ｂ

06-6902-2222 就労継続支援（Ａ型）

用務員育成所 571-0067 門真市石原町３番１７号 06-6909-3746 就労継続支援（Ａ型）

北河内障がい者就労支援センター
キャリアデベロップメント

571-0079 門真市野里町８番１号３Ｆ 072-814-6311 就労継続支援（Ａ型）

ワーキングテラス 572-0048
寝屋川市大利町１０－１０号小林ビル４
階

072-813-5623 就労継続支援（Ａ型）

ワーキングテラス香里園 572-0084
寝屋川市香里南之町２６番６号　セン
チュリー香里園２Ｆ

072-813-8073 就労継続支援（Ａ型）

一般社団法人ドリームワーク 572-0818
寝屋川市讃良西町６番１０号　メゾン讃
良１０３

072-395-6871 就労継続支援（Ａ型）

アンサンブル 572-0837 寝屋川市早子町１８番１０号 072-820-3188 就労継続支援（Ａ型）

いまここテラス 573-0027
枚方市大垣内町二丁目１７番３号　大垣
内御浜ビル　３Ｆ

072-841-3558 就労継続支援（Ａ型）

いまここテラス枚方 573-0027
枚方市大垣内町二丁目１７番３号　大垣
内御浜ビル４階

072-808-6608 就労継続支援（Ａ型）

グリーンズ枚方 573-0032
枚方市岡東町１８－２３　枚方近畿ビル
６階

072-807-6336 就労継続支援（Ａ型）

健美道枚方 573-0036 枚方市伊加賀北町７番８９号 072-845-4937 就労継続支援（Ａ型）

ステップライフ 573-0053 枚方市伊加賀南町２番８号 072-807-4643 就労継続支援（Ａ型）

リベラルワークス 573-0094 枚方市南中振一丁目１番２８号 070-4088-5712 就労継続支援（Ａ型）

ぶろーど 573-0126 枚方市津田西町三丁目１８番８号 070-2652-2100 就労継続支援（Ａ型）

ワークサポート枚方 573-0128 枚方市津田山手二丁目１８番１号 072-859-8822 就労継続支援（Ａ型）

いまここテラスくずは 573-1118
枚方市楠葉並木２－１３－８　ビスタシ
オンシマダ２階

072-800-1395 就労継続支援（Ａ型）

ｈｕｇｈｕｇ 573-1144
枚方市牧野本町二丁目１９番２号　長村
ビル１０１

072-845-6235 就労継続支援（Ａ型）

ひらかた・にじ福祉工場 573-1154 枚方市招提東町二丁目３番１号 072-864-1055 就労継続支援（Ａ型）

障がい者複合施設いそしまカーム 573-1188 枚方市磯島北町２９番１５号 072-849-1000 就労継続支援（Ａ型）

ウェルジョイ 573-1192
枚方市西禁野二丁目２番２６号　第二黒
川ビル２階

072-847-2030 就労継続支援（Ａ型）

大阪アグリバイオ株式会社 574-0012 大東市大字龍間３０８番地２０ 072-869-1480 就労継続支援（Ａ型）

福祉わんど 574-0014 大東市寺川三丁目１番２７号 072-800-8501 就労継続支援（Ａ型）

ｓｅｌｆ－Ａ・ルミエール 574-0027 大東市三住町１番３号　ビルド昭和３Ｆ 072-870-1111 就労継続支援（Ａ型）

支援センターさくら 574-0036 大東市末広町１５番６号 072-871-0030 就労継続支援（Ａ型）

ワーク支援センター光成 574-0037
大東市新町１０番３号　ファーストコー
ト住道１０２号室

072-800-3727 就労継続支援（Ａ型）

ワークスペースつなぐ 574-0061 大東市大東町５番２４号 072-875-1152 就労継続支援（Ａ型）

ワークスペースきずな 574-0077 大東市三箇三丁目６番４号 072-875-5150 就労継続支援（Ａ型）

Ｊｏｂ．ｓｔａｔｉｏｎ四條畷 575-0002
四條畷市岡山二丁目１番４号エクセレン
トカーサ１階・２階

072-812-6127 就労継続支援（Ａ型）

ワークサポートひまわり 575-0002
四條畷市岡山二丁目１番５３号エミネン
スムラカワ１０２号室

090-2018-1060 就労継続支援（Ａ型）

グリーンサム 576-0034 交野市天野が原町二丁目４７番１５号 072-896-5842 就労継続支援（Ａ型）

フラワーズ 577-0011
東大阪市荒本北二丁目２番３７号　ハイ
ムリップルパートＶ１Ｆ

06-6743-6578 就労継続支援（Ａ型）

ライフケア 577-0012
東大阪市長田東二丁目２番３号　長田エ
ストビル３０２号室

06-4309-7374 就労継続支援（Ａ型）
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障がい就労支援エイティオー 577-0012
東大阪市長田東二丁目２番１号　木村第
一ビル２０２号

06-6746-6750 就労継続支援（Ａ型）

アドバンス 577-0013
東大阪市長田中二丁目２番３０号　長田
エミネンスビル５階ＥＦ号室

06-6748-0827 就労継続支援（Ａ型）

プレサント 577-0013
東大阪市長田中一丁目４番１２号　イマ
ザキマンションエヌワン２階Ｃ号Ｄ号

06-6748-0255 就労継続支援（Ａ型）

就労支援事業所フリー 577-0056
東大阪市長堂一丁目２番２０号　陣内興
産ビル３階

06-6753-8111 就労継続支援（Ａ型）

アイディアルサポート 577-0802
東大阪市小阪本町一丁目２番８号　小阪
ビル２階２－２

06-6730-9930 就労継続支援（Ａ型）

ＩＮＯ 577-0807
東大阪市菱屋西二丁目２番１７号　仁科
ビル　１階

06-4307-5788 就労継続支援（Ａ型）

ワークセンターえがお 577-0821
東大阪市吉松二丁目４番１０号　ベルハ
イム長瀬駅前１Ｆ

06-6730-9980 就労継続支援（Ａ型）

すまいるワークセンター 577-0843
東大阪市荒川三丁目２６番１５号　ロイ
ヤル俊徳１０３号

06-6785-5400 就労継続支援（Ａ型）

みらい工房 578-0924 東大阪市吉田七丁目２番３１号 072-968-8861 就労継続支援（Ａ型）

青空 578-0935 東大阪市若江東町六丁目９番４７号２Ｆ 06-6753-7398 就労継続支援（Ａ型）

就労生活サポートセンターはなは
な

578-0935 東大阪市若江東町二丁目３番２６号 06-7494-7626 就労継続支援（Ａ型）

あかり工房 578-0937
東大阪市花園本町一丁目１番３８号　フ
レックス花園

072-968-7861 就労継続支援（Ａ型）

ワークワーク 578-0984 東大阪市菱江一丁目１６番３７号 072-966-6660 就労継続支援（Ａ型）

ＯＳＪ工房　よりそいの丘 579-8062 東大阪市上六万寺町１３番４７号 072-987-4218 就労継続支援（Ａ型）

ライフサポート・一津屋 580-0003 松原市一津屋４丁目３番１０号 072-247-5043 就労継続支援（Ａ型）

Ｗｅｌｌ　Ｌｉｆｅ　大堀事業所 580-0006 松原市大堀３丁目２番１号 072-349-1910 就労継続支援（Ａ型）

ライフサポート 580-0021 松原市高見の里一丁目２番３５号 072-284-9010 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援Ａ型　ライズロード 581-0003 八尾市本町一丁目６－２０ 072-992-5578 就労継続支援（Ａ型）

障がい者福祉作業所アドバンス 581-0004
八尾市東本町三丁目９番１９号　リバ
ティ八尾５１２号室

072-928-0088 就労継続支援（Ａ型）

思いやり就労支援センター 581-0015 八尾市刑部１丁目１７９ 072-920-7970 就労継続支援（Ａ型）

はばたき作業所 581-0016 八尾市八尾木北一丁目３９番地 072-990-5855 就労継続支援（Ａ型）

就労支援センターらいふ 581-0017
八尾市高美町四丁目８－３　ファミリー
スクエアビル１Ｆ

072-992-7718 就労継続支援（Ａ型）

ちのくらぶ 581-0025 八尾市天王寺屋三丁目６番地 072-949-5740 就労継続支援（Ａ型）

ピアワークステーションクロノス 581-0025 八尾市天王寺屋一丁目５０番地　Ｂ号 072-911-0024 就労継続支援（Ａ型）

就労支援　団 581-0031
八尾市志紀町三丁目１９－１　松井志紀
駅ビル　４０５

080-7010-4967 就労継続支援（Ａ型）

特定非営利活動法人　八尾自立支
援センター

581-0054 八尾市南亀井町四丁目６３番地１ 072-925-1271 就労継続支援（Ａ型）

Ａｓｔｒｏ 581-0062
八尾市東太子二丁目６番４号　藤岡ビル
１階

072-943-1310 就労継続支援（Ａ型）

モコリリ 581-0086 八尾市陽光園二丁目６番３０号 072-975-6464 就労継続支援（Ａ型）

アドバンスウィング 581-0088 八尾市松山町一丁目１番１号 072-928-0088 就労継続支援（Ａ型）

ユニバーサルサポート 581-0816
八尾市佐堂町三丁目２番７号　ジャング
ビル２階

072-923-6336 就労継続支援（Ａ型）

テイラーズ・ギルド 581-0817 八尾市久宝園一丁目１１０番地 072-943-1647 就労継続支援（Ａ型）

あっぱれ 581-0874 八尾市教興寺三丁目８５番 072-928-6665 就労継続支援（Ａ型）

ステップワン 581-0875 八尾市高安町南一丁目５４番地 072-968-9241 就労継続支援（Ａ型）

スクエアエス 582-0001 柏原市本郷四丁目７０番地の６ 072-942-1949 就労継続支援（Ａ型）

ミライエ柏原 582-0003 柏原市堂島町２－２０ 072-972-3710 就労継続支援（Ａ型）

タミサエ 582-0018 柏原市大県三丁目１３番８号 072-973-3232 就労継続支援（Ａ型）

思いやり就労支援センター　Ｐ－
３

582-0021 柏原市国分本町１－３－３４ 072-977-6666 就労継続支援（Ａ型）

よつ葉 582-0029 柏原市石川町４番６号 072-927-9084 就労継続支援（Ａ型）

ワークプラザ髙健 583-0024
藤井寺市藤井寺一丁目１９番５－１０６
号

072-959-7345 就労継続支援（Ａ型）

ひまわり園 583-0864 羽曳野市羽曳が丘三丁目２４番１号 072-957-4500 就労継続支援（Ａ型）

ワークショップ　エイブル大阪 583-0992 南河内郡太子町山田１９１８番地 0721-98-4455 就労継続支援（Ａ型）

ベストプレイス 584-0005
富田林市喜志町五丁目１番２号　ＳＡＭ
ＵＲＡＩ　ＢＬＤＧ　２階

0721-25-7778 就労継続支援（Ａ型）

糸星 584-0023
富田林市若松町東二丁目３番３３号１０
３号

080-6177-8796 就労継続支援（Ａ型）

ワークプラザ富田林 584-0024
富田林市若松町二丁目２番１３号　パー
ルビルディング２Ｆ南

0721-23-5777 就労継続支援（Ａ型）

ジョブタス富田林事業所 584-0032 富田林市常盤町１３番１７号 0721-23-2002 就労継続支援（Ａ型）

福祉の杜 584-0046 富田林市東板持町二丁目７番１１号 0721-55-4666 就労継続支援（Ａ型）

スマイルＫＯＢＯ 586-0001 河内長野市木戸２丁目３２－７ 0721-55-3086 就労継続支援（Ａ型）

つぼみ 586-0024 河内長野市西之山町４－３１ 0721-69-6508 就労継続支援（Ａ型）

輪くる 586-0026 河内長野市寿町１１番５－１０３号 0721-54-1151 就労継続支援（Ａ型）

ミライエ河内長野 586-0032 河内長野市栄町１－１８ 0721-52-0337 就労継続支援（Ａ型）

ｓｏ－ｙｏｕワークス 586-0036 河内長野市高向５７７番地 0721-21-8651 就労継続支援（Ａ型）
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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

072-282-7715 就労継続支援（Ａ型）

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３番１号 072-238-2335 就労継続支援（Ａ型）

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 072-229-9192 就労継続支援（Ａ型）

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

072-240-2347 就労継続支援（Ａ型）

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

072-225-1701 就労継続支援（Ａ型）

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

072-247-4111 就労継続支援（Ａ型）

Ｆ＆Ｐ　就労継続支援Ａ型・Ｂ型
事業所

590-0521 泉南市樽井９丁目１７番１号 070-6509-8089 就労継続支援（Ａ型）

ポノ砂川 590-0522
泉南市信達牧野３２５　シャイニーカジ
モト　１０１号・１０２号

072-429-9555 就労継続支援（Ａ型）

りんくうワークス 590-0535 泉南市りんくう南浜３番２３ 072-485-2266 就労継続支援（Ａ型）

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１ 072-229-4400 就労継続支援（Ａ型）

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

072-222-9877 就労継続支援（Ａ型）

ドルフィンアイ 590-0950 堺市堺区甲斐町西二丁２番２７号 072-282-7871 就労継続支援（Ａ型）

ドルフィンハート 590-0952 堺市堺区市之町東一丁２－１４　５Ｆ 072-247-9671 就労継続支援（Ａ型）

みらいじゅ 590-0954
堺市堺区大町東一丁１番２号　ＡＴＯＭ
ＩＣ　ＢＬＤ．６Ｆ

072-233-3101 就労継続支援（Ａ型）

みらいじゅ堺 590-0954 堺市堺区大町東一丁２番２１号 072-247-9893 就労継続支援（Ａ型）

未来予想図 590-0955
堺市堺区宿院町東三丁１番３号－２０１
号

072-275-7317 就労継続支援（Ａ型）

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 072-238-4915 就労継続支援（Ａ型）

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

072-276-4280 就労継続支援（Ａ型）

クローバーワークス高石 592-0005 高石市千代田五丁目２番１３号　２階 072-320-9062 就労継続支援（Ａ型）

エコベース 592-8335 堺市西区浜寺石津町東三丁１２－２１ 072-247-8338 就労継続支援（Ａ型）

支援センターＳＯＬＡＳ 593-8312 堺市西区草部４９１番地１ 072-349-8008 就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援といろ 593-8312 堺市西区草部１４８０ 072-369-4148 就労継続支援（Ａ型）

Ａ・ＴＥＣ 593-8315 堺市西区菱木二丁２１０５番地３ 072-274-2888 就労継続支援（Ａ型）

ｋａ－ｋｕｎ　ｐｒｏｊｅｃｔ 593-8325 堺市西区鳳南町二丁１４９－３ 072-260-7470 就労継続支援（Ａ型）

クローバーワークス 594-0065 和泉市観音寺町８４４－１ 0725-46-0080 就労継続支援（Ａ型）

ともにー 594-0071 和泉市府中町六丁目９番２６号 0725-92-8100 就労継続支援（Ａ型）

ファーストスター 594-1102 和泉市和田町２０１番地の１　２階 0725-26-0589 就労継続支援（Ａ型）

のびるハウス作業所 594-1111
和泉市光明台三丁目２番１０１号（１０
６）

0725-50-3855 就労継続支援（Ａ型）

株式会社　いずみエコロジー
ファーム　ハートランド事業部

594-1144 和泉市テクノステージ二丁目１番１０号 0725-99-8057 就労継続支援（Ａ型）

はる 594-1156
和泉市内田町四丁目１２番２１―１―１
０１号

0725-51-7756 就労継続支援（Ａ型）

フリスクモード 595-0015 泉大津市二田町一丁目１１番１５番 0725-22-7770 就労継続支援（Ａ型）

ほたる作業所 595-0036
泉大津市昭和町８番１２号　ブルガー光
１０３号

0725-90-4056 就労継続支援（Ａ型）

Ｎｅｘｅｌサービス 596-0004 岸和田市荒木町一丁目３２番３１号 072-444-4489 就労継続支援（Ａ型）

Ｗｅ　Ｗａｌｋ　南海岸和田 596-0054
岸和田市宮本町４１番１号　ツキシロビ
ル２階

0120-537-214 就労継続支援（Ａ型）

就労支援事業所トライネクスト 596-0073 岸和田市岸城町３―２４ 072-430-6300 就労継続支援（Ａ型）

ウォッシュハウスサンライズ 596-0102 岸和田市山直中町８９７番２ 072-441-5890 就労継続支援（Ａ型）

Ｗｅ　Ｗａｌｋ 596-0821
岸和田市小松里町５４３番地　讃岐ビル
３階・４階

0800-600-0574 就労継続支援（Ａ型）

エムファンタジー 596-0821 岸和田市小松里町２３３３番地の１ 072-487-2622 就労継続支援（Ａ型）

あかり 597-0001 貝塚市近木町７－１３ 072-479-8770 就労継続支援（Ａ型）

ポノ泉佐野 598-0007
泉佐野市上町三丁目１０番１２号　泉佐
野近畿ビル３階　３０３号室

072-468-7853 就労継続支援（Ａ型）

リコサービス 598-0012
泉佐野市高松東一丁目１０番３７号　泉
佐野センタービル５階

072-458-0097 就労継続支援（Ａ型）

Ｂｅ 598-0048
泉佐野市りんくう往来北５番地の４　株
式会社ウイングエキスプレスビル２Ｆ

072-447-8730 就労継続支援（Ａ型）

ワークスタジオ　まごころ 599-0202
阪南市下出３７－５　プライマリー医療
ビル４階

072-471-3907 就労継続支援（Ａ型）

いにしき 599-0301 泉南郡岬町淡輪８００－３ 072-425-0865 就労継続支援（Ａ型）

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

072-203-0278 就労継続支援（Ａ型）

シンスリー北野田 599-8123 堺市東区北野田１０８４番地１２７号 072-284-8275 就労継続支援（Ａ型）

グリーンレスト 599-8275 堺市中区東八田１０７－２ 072-277-8184 就労継続支援（Ａ型）

まなびの里 530-0014
大阪市北区鶴野町４番　コープ野村梅田
Ａ棟１０１７

06-6371-5039 就労継続支援（Ｂ型）

なんばなかよし作業所 530-0035
大阪市北区同心一丁目５番２７号　大阪
市立北区総合福祉センター４階

06-6351-1140 就労継続支援（Ｂ型）

ＰＯＰＯアニメーションスタジオ 530-0037 大阪市北区松ケ枝町１番３９号 06-4800-3510 就労継続支援（Ｂ型）
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直心 530-0041
大阪市北区天神橋三丁目８番１４号
フェスタ天神３０１・３０２号室

06-6450-6628 就労継続支援（Ｂ型）

フィール南森町 530-0044 大阪市北区東天満一丁目１０番１２号 06-6232-8290 就労継続支援（Ｂ型）

自立支援カレッジチャレンズ 530-0046 大阪市北区菅原町１１番１０－３０２号 06-6362-3077 就労継続支援（Ｂ型）

結び事業所 530-0047
大阪市北区西天満六丁目４番１３号　グ
ラン・ビルド荒木４階

06-6809-3784 就労継続支援（Ｂ型）

シーク南森町 530-0047
大阪市北区西天満三丁目４番２８号
トータス西天満１階

06-6311-1615 就労継続支援（Ｂ型）

プラスアルファⅡ 530-0047
大阪市北区西天満三丁目１番２５号　老
松コープ１００３・１００４号室

06-6467-4251 就労継続支援（Ｂ型）

プラスアルファ 530-0056
大阪市北区兎我野町３番８号　寿楽ビル
２０１／２０２／２０３／２０５

06-6123-7466 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援センター・ホープ・エッ
グ

531-0041 大阪市北区天神橋七丁目１３番１４号 06-6358-0705 就労継続支援（Ｂ型）

ＡＣＣＥＰＴ　ＣＯＦＦＥＥ 531-0041
大阪市北区天神橋七丁目１０番５号
ジェイワン天七ビル１階

06-6355-6150 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援トモワークながら 531-0063
大阪市北区長柄東二丁目８番３６号　淀
川リバーサイド・ビーネ南館２階

06-6450-6604 就労継続支援（Ｂ型）

青空 531-0071
大阪市北区中津一丁目１７番２５号　中
津インタービル４階

06-6131-7797 就労継続支援（Ｂ型）

中津サテライトオフィス 531-0071 大阪市北区中津一丁目４番１０号 06-6374-1481 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンター中津 531-0071 大阪市北区中津一丁目４番１０号 06-6374-1344 就労継続支援（Ｂ型）

やすらぎの苑　中津 531-0071
大阪市北区中津一丁目１８番８号　ＮＰ
ビル３Ｆ

06-7164-5177 就労継続支援（Ｂ型）

やすらぎのＫＡＫＵＲＡ 531-0071
大阪市北区中津一丁目１８番８号　ＮＰ
ビル４Ｆ

06-6359-7839 就労継続支援（Ｂ型）

アイエスエフネットライフ淀川 532-0011
大阪市淀川区西中島五丁目７番１１号
第８新大阪ビル５階

06-6306-6140 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援事業所　ａｇａｉｎ 532-0011
大阪市淀川区西中島三丁目３番９号　グ
ランプリ第１１ビル４０１号室

06-6885-8989 就労継続支援（Ｂ型）

Ｙｏｕｒ　ｌｉｆｅ　（ユアライ
フ）

532-0011
大阪市淀川区西中島七丁目１４番３１号
財形第一新大阪３Ｆ

06-6309-3113 就労継続支援（Ｂ型）

アトリエ 532-0011
大阪市淀川区西中島六丁目１１番３１号
レーベネックス３階

06-6301-1116 就労継続支援（Ｂ型）

れいんぼ～ 532-0012
大阪市淀川区木川東四丁目１７番９－１
０１号

06-6195-7869 就労継続支援（Ｂ型）

いちょうＢｏｏｋｓ 532-0012
大阪市淀川区木川東三丁目９番１９号
１Ｆ

06-6195-2341 就労継続支援（Ｂ型）

Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ　スタジオ 532-0013
大阪市淀川区木川西一丁目１３番１７号
レクシア木川西１０１

06-6195-4447 就労継続支援（Ｂ型）

海萌 532-0021 大阪市淀川区田川北一丁目７番９号 06-6304-3566 就労継続支援（Ｂ型）

永价 532-0021 大阪市淀川区田川北一丁目１３番１７号 06-6210-1312 就労継続支援（Ｂ型）

特定非営利活動法人わーくる太輝 532-0021
大阪市淀川区田川北一丁目１２番１３号
２階

06-6100-1557 就労継続支援（Ｂ型）

ＰＡＬＥＴＴＥ 532-0021 大阪市淀川区田川北一丁目７番５号 06-6305-2555 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援センターにこにこ 532-0023 大阪市淀川区十三東二丁目１２番３８号 06-6391-8500 就労継続支援（Ｂ型）

ジェイ・ブランチよど 532-0023 大阪市淀川区十三東二丁目３番１０号 06-6303-9430 就労継続支援（Ｂ型）

Ｂｅ　Ｓｍｉｌｅ　ｗｉｔｈ 532-0023
大阪市淀川区十三東一丁目８番１２号
松露興産十三ビル５階

06-6195-1730 就労継続支援（Ｂ型）

あすなろの家 532-0028
大阪市淀川区十三元今里三丁目１番７２
号　社会福祉法人博愛社内

06-6304-7300 就労継続支援（Ｂ型）

むつみ 532-0031 大阪市淀川区加島一丁目６０番３６号 06-6308-7206 就労継続支援（Ｂ型）

Ｌｉｎｋ 532-0031 大阪市淀川区加島一丁目６０番４６号 06-6308-7210 就労継続支援（Ｂ型）

２ｎｄぷれいす 532-0031 大阪市淀川区加島四丁目１１番１５号 06-4805-8011 就労継続支援（Ｂ型）

にいたかの里 532-0033 大阪市淀川区新高四丁目１５番２８号 06-6392-2710 就労継続支援（Ｂ型）

団らん 532-0035 大阪市淀川区三津屋北一丁目４番２３号 06-6885-6500 就労継続支援（Ｂ型）

ｌａ　ｃｅｅｑ 532-0035
大阪市淀川区三津屋南二丁目１１番９号
ハイツＣＡＢＩＮ１階

06-6195-6816 就労継続支援（Ｂ型）

フリーダム創生 533-0005 大阪市東淀川区瑞光三丁目８番２号 06-6327-8994 就労継続支援（Ｂ型）

スタッフルーム 533-0007 大阪市東淀川区相川一丁目８番１１号 06-6795-9228 就労継続支援（Ｂ型）

バンビの里 533-0013
大阪市東淀川区豊里四丁目１４番６号
第１プレジデントハイツ２０３号

06-6770-9889 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援トモワーク豊里 533-0013
大阪市東淀川区豊里六丁目１５番９号
アバース豊里１階

06-7165-2294 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援事務所のんびり 533-0013
大阪市東淀川区豊里二丁目７番１８号
１階Ｂ号

06-6379-3225 就労継続支援（Ｂ型）

スターガーデン 533-0013
大阪市東淀川区豊里五丁目２８番１５号
ウエストヒルズ１Ｆ

06-6795-9294 就労継続支援（Ｂ型）

フリースタイル 533-0013 大阪市東淀川区豊里七丁目２８番１２号 06-6160-2850 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンター豊新（風工房） 533-0014 大阪市東淀川区豊新二丁目７番３号 06-6323-3487 就労継続支援（Ｂ型）

ちゃれんびぃ 533-0014 大阪市東淀川区豊新五丁目１９番１０号 06-6990-8047 就労継続支援（Ｂ型）

ＪＯＢ　ＳＴＡＲ 533-0015
大阪市東淀川区大隅一丁目６番５４号
３Ｆ

06-6370-6555 就労継続支援（Ｂ型）

はるはる 533-0021
大阪市東淀川区下新庄五丁目７番４号
２階

06-6327-8000 就労継続支援（Ｂ型）

-　資97　-



道の空 533-0022
大阪市東淀川区菅原四丁目１１番１号
ビスタ新庄ハイツⅡ２０１号室２０２号
室

06-6990-1261 就労継続支援（Ｂ型）

ワークショップ　ジョイント 533-0022
大阪市東淀川区菅原四丁目４番４３号
ロイヤルハイム豊里１階

06-6195-5650 就労継続支援（Ｂ型）

南国の熱帯魚 533-0022
大阪市東淀川区菅原四丁目４番２８号
ハウスアイ菅原１０４号

06-7777-4348 就労継続支援（Ｂ型）

ほっとコミュニティうぃる 533-0023 大阪市東淀川区東淡路二丁目９番１３号 06-6321-3551 就労継続支援（Ｂ型）

ワークショップ　ジョイントＲＦ 533-0023
大阪市東淀川区東淡路一丁目６番９号
おおきに北大阪リバーフロントＡＰ２Ｆ

06-6370-2120 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援事業所Ｆｏｒｔｕｎｅ 533-0031
大阪市東淀川区西淡路五丁目１７番２１
号　ミュゼ西淡路１０３号

06-6326-8226 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援　革工房　ｔｏｒｏ
ｇｉ

533-0031
大阪市東淀川区西淡路一丁目１７番１２
号　コーポフェニックス２Ｆ２号

06-6195-4247 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援事業所こころプラス 533-0032
大阪市東淀川区淡路四丁目６番２２号
工藤ビル３階

06-6195-9779 就労継続支援（Ｂ型）

ミッテプラッツ 533-0032 大阪市東淀川区淡路五丁目１１番３号 06-6195-5585 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援事業所わんステップ 533-0032
大阪市東淀川区淡路五丁目１９番１１号
清明ハイツ１０１号室

06-6195-7973 就労継続支援（Ｂ型）

東淀川ふれあい工房 533-0033
大阪市東淀川区東中島五丁目１８番１７
号　泉マンション１階

06-6324-4498 就労継続支援（Ｂ型）

あゆみワークス 533-0033
大阪市東淀川区東中島三丁目１７番１２
号　崇禅寺ビル１階

06-6160-8920 就労継続支援（Ｂ型）

カムラック大阪 534-0002
大阪市都島区大東町一丁目１０番９号
大月アネックスビル２Ｆ

06-6924-7707 就労継続支援（Ｂ型）

ぷれしゃす 534-0013
大阪市都島区内代町三丁目１０番７号
ラウンドⅡ内代１階店舗

06-7181-6990 就労継続支援（Ｂ型）

とどまつ園 534-0014
大阪市都島区都島北通二丁目１２番２５
号

06-6922-0500 就労継続支援（Ｂ型）

ワークアンドスマイル都島 534-0016
大阪市都島区友渕町三丁目４番２２号
高倉第３コーポ２１１号

06-7175-3101 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターＪＩＮ 534-0021
大阪市都島区都島本通三丁目１６番３号
１階、２階

06-6180-4751 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　Ｗｏｒｋらぷ
らす

534-0022
大阪市都島区都島中通一丁目１４番６号
２Ｆ

06-6180-3689 就労継続支援（Ｂ型）

手琴堂 534-0023 大阪市都島区都島南通一丁目９番２１号 06-6922-3638 就労継続支援（Ｂ型）

ディスエイブルド就労支援セン
ター

534-0024
大阪市都島区東野田町一丁目２０番５号
４階

06-6882-6200 就労継続支援（Ｂ型）

かるみあ事業所 534-0025
大阪市都島区片町一丁目８番１８号　Ｋ
Ｓ片町ビル３０２

06-6882-1014 就労継続支援（Ｂ型）

ＳＡＯＲＩ　ｈａｎｄｓ 534-0027 大阪市都島区中野町五丁目１３番４号 06-6921-7822 就労継続支援（Ｂ型）

アークスワーク 534-0027 大阪市都島区中野町一丁目６番４号 06-6484-9591 就労継続支援（Ｂ型）

オノマトペ 534-0027
大阪市都島区中野町三丁目６番１８号１
０２

06-6242-1880 就労継続支援（Ｂ型）

桜の宮事業所 534-0027 大阪市都島区中野町一丁目６番４号 06-4801-9557 就労継続支援（Ｂ型）

泉 535-0002
大阪市旭区大宮五丁目２番３０号　アサ
ヒビル一階

06-6210-7123 就労継続支援（Ｂ型）

拓 535-0002 大阪市旭区大宮五丁目１番２３号 06-6180-5885 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンター飛行船 535-0003 大阪市旭区中宮一丁目３番２６号 06-6956-9156 就労継続支援（Ｂ型）

あさひパルワーク 535-0003 大阪市旭区中宮五丁目１番１８号 06-6955-6101 就労継続支援（Ｂ型）

アップドラフト 535-0003 大阪市旭区中宮五丁目６番２０号 06-6923-9696 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　Ｈ・ＢＡＳＥ
（ほっとベース）

535-0003
大阪市旭区中宮四丁目１０番１１号　メ
ビウス城北１階

080-3861-9123 就労継続支援（Ｂ型）

生江障害者会館 535-0005 大阪市旭区赤川四丁目１番３０号 06-6921-6603 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者ワークベースパンダ 535-0005 大阪市旭区赤川四丁目１番２６号 06-6180-3321 就労継続支援（Ｂ型）

あゆみ工房～花小麦～ 535-0012
大阪市旭区千林二丁目１６番８号　イ
ズ・サンキチ２０２号

06-6953-7784 就労継続支援（Ｂ型）

ａｎｄ（アンド） 535-0012
大阪市旭区千林二丁目１４番２３号　ロ
イヤルシティ第１ビルＴ１０７

06-6953-0570 就労継続支援（Ｂ型）

ニコプレイス 535-0013
大阪市旭区森小路一丁目８番６号　メゾ
ン・グリーン森小路１Ｆ

06-6954-0025 就労継続支援（Ｂ型）

Ｐ．Ｂうつぎ 535-0022
大阪市旭区新森四丁目２７番１３号
シャルダン新森２０１号室

06-6957-1118 就労継続支援（Ｂ型）

あさひいきいき就労支援センター 535-0031 大阪市旭区高殿六丁目５番１７号 06-6955-7117 就労継続支援（Ｂ型）

Ｓｕｎｎｙストロベリー 535-0031
大阪市旭区高殿六丁目１４番２０号　高
殿東ビル１階

06-6180-4848 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　はじめ 535-0031 大阪市旭区高殿四丁目１８番１１号 06-6167-5826 就労継続支援（Ｂ型）

今福事業所 536-0003 大阪市城東区今福南一丁目２番２４号 06-6933-0737 就労継続支援（Ｂ型）

ＡｓＦｉｎｅアジャスト 536-0004
大阪市城東区今福西一丁目９番７号　ユ
ニコーンビル蒲生４階

06-6932-8282 就労継続支援（Ｂ型）

ぷいぷいＬａｂｏ 536-0005 大阪市城東区中央二丁目１２番２８号 06-6932-2121 就労継続支援（Ｂ型）

作業所　若草 536-0005
大阪市城東区中央一丁目５番２０号　プ
リムローズ山脇１Ｆ

06-6180-4123 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターぜ・す・とⅡ 536-0005
大阪市城東区中央一丁目８番３０号　２
階

06-6934-0890 就労継続支援（Ｂ型）
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ｐｕ－ａ－ｐｕ 536-0005
大阪市城東区中央一丁目２番２３－１１
３号

06-6180-8859 就労継続支援（Ｂ型）

ハッピーアクア 536-0005 大阪市城東区中央一丁目１１番３号 06-6978-4021 就労継続支援（Ｂ型）

エー・サポートのえ 536-0007
大阪市城東区成育三丁目１４番１３号
旭伸ビル５・６階

06-6935-0010 就労継続支援（Ｂ型）

ｂｏｏｋ　ａｎｄ　ｃａｆｅ　ｃ
ｏｃｏａｒｕ

536-0007
大阪市城東区成育一丁目１番１３号　大
阪ウスイビル１０１号、２０１号

06-6932-2700 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターぜ・す・と 536-0008
大阪市城東区関目四丁目１３番１５号
１階

06-6930-2280 就労継続支援（Ｂ型）

作業所　ひかり 536-0008 大阪市城東区関目二丁目２番９号 06-6167-8311 就労継続支援（Ｂ型）

ニコサービス城東センター 536-0008
大阪市城東区関目二丁目６番４号　海田
店舗１Ｆ

06-6967-9225 就労継続支援（Ｂ型）

ＶＡＭＯＳ 536-0008
大阪市城東区関目五丁目１０番１号　マ
ンションウィート１階

06-6936-0190 就労継続支援（Ｂ型）

がいあ 536-0008 大阪市城東区関目一丁目１８号５号 06-6933-4716 就労継続支援（Ｂ型）

みつき 536-0013 大阪市城東区鴫野東一丁目６番２５号 06-6968-9503 就労継続支援（Ｂ型）

つむぎ館 536-0013 大阪市城東区鴫野東三丁目２番２６号 06-6180-6820 就労継続支援（Ｂ型）

杜のＳｈｏｋｕｄｏ 536-0013 大阪市城東区鴫野東三丁目２番２６号 06-6965-7171 就労継続支援（Ｂ型）

座座 536-0013 大阪市城東区鴫野東三丁目２番１２号 06-4258-6013 就労継続支援（Ｂ型）

えんじゅ 536-0014 大阪市城東区鴫野西一丁目１２番１７号 06-6969-6565 就労継続支援（Ｂ型）

ＳＨＩＺＵＫＵ 536-0016
大阪市城東区蒲生三丁目１１番１０号
マサキビル

06-6167-6807 就労継続支援（Ｂ型）

マリアワークス京橋東 536-0016
大阪市城東区蒲生三丁目１５番４号　ド
エル小泉２０１号室

06-6955-8712 就労継続支援（Ｂ型）

Ｌａｎｄｍａｒｋ 536-0017
大阪市城東区新喜多東一丁目８番４０－
１１１号

06-7164-6858 就労継続支援（Ｂ型）

笑福作業所 536-0021 大阪市城東区諏訪四丁目２０番１０号 06-6968-3619 就労継続支援（Ｂ型）

マイ・スタイル深江橋事業所 536-0022 大阪市城東区永田四丁目１番８号　２Ｆ 06-6923-8600 就労継続支援（Ｂ型）

ウィング 536-0023 大阪市城東区東中浜一丁目２番４号 06-6924-9975 就労継続支援（Ｂ型）

大阪障害者労働センターアド企画 536-0023
大阪市城東区東中浜二丁目１０番１３号
緑橋グリーンハイツ１Ｆ

06-6968-3130 就労継続支援（Ｂ型）

エトワール 536-0023 大阪市城東区東中浜一丁目３番８号 06-7505-9955 就労継続支援（Ｂ型）

城東フレンドシップ 536-0023 大阪市城東区東中浜一丁目７番２８号 06-6167-7476 就労継続支援（Ｂ型）

Ｆｒｏｍｊｏｂ深江橋 537-0001
大阪市東成区深江北二丁目４番２６号
アベニュー沢瀉２Ａ

06-6973-3382 就労継続支援（Ｂ型）

スペースＮＡＮＡＩＲＯ 537-0003
大阪市東成区神路一丁目７番４号　ユニ
バーサルバンクビル２０１号室

06-6975-8277 就労継続支援（Ｂ型）

ビジョンカレッジＪＡＰＡＮ神路 537-0003
大阪市東成区神路三丁目１２番２４号
４階

06-6975-0013 就労継続支援（Ｂ型）

東成工房 537-0011
大阪市東成区東今里二丁目１番１９号
西善ビル１・２階

06-6976-7964 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所ＷＯＬＦ 537-0013
大阪市東成区大今里南一丁目１番２３号
ノアーズアーク今里１００３号

06-6785-7628 就労継続支援（Ｂ型）

障害者ドットコム編集室 537-0013
大阪市東成区大今里南一丁目１２番１５
号　丸信マンション１０２

06-6940-7739 就労継続支援（Ｂ型）

サラダぼーる 537-0014
大阪市東成区大今里西三丁目１７番１７
号　サンコート今里１０１号

06-4259-2507 就労継続支援（Ｂ型）

いまとみらい 537-0014
大阪市東成区大今里西三丁目２番３７号
いまとみらい館

06-6974-2282 就労継続支援（Ｂ型）

とんとん 537-0014 大阪市東成区大今里西二丁目７番２３号 06-7506-7733 就労継続支援（Ｂ型）

大阪障がい者支援センター 537-0014
大阪市東成区大今里西一丁目２９番１４
号　富士火災今里ビル５０２号室

06-6973-8080 就労継続支援（Ｂ型）

サンフィールド緑橋 537-0021 大阪市東成区東中本一丁目１０番１４号 06-7506-1602 就労継続支援（Ｂ型）

トマトルーム 537-0022 大阪市東成区中本五丁目２７番１８号 06-6981-3948 就労継続支援（Ｂ型）

支援センター中 537-0023 大阪市東成区玉津二丁目１１番２６号 06-6975-3380 就労継続支援（Ｂ型）

ピースフルたまつ 537-0023
大阪市東成区玉津一丁目１番３号　正道
ビル２Ｆ

06-6975-8418 就労継続支援（Ｂ型）

昴 537-0024 大阪市東成区東小橋一丁目７番３号 06-6973-8123 就労継続支援（Ｂ型）

ステージケア 537-0024
大阪市東成区東小橋一丁目１１番２号
３階

06-6977-8618 就労継続支援（Ｂ型）

タスト 537-0024
大阪市東成区東小橋三丁目１番１５号
ＮＫＢビル２階・４階

06-6975-8050 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援事業所パッソアパッ
ソ

537-0024
大阪市東成区東小橋二丁目２番２１号
松山ビル２階

06-6973-3346 就労継続支援（Ｂ型）

アトリエＳＵＹＯ 537-0024 大阪市東成区東小橋一丁目２番１６号 06-6972-5855 就労継続支援（Ｂ型）

パーパス 537-0025
大阪市東成区中道四丁目５番１４号　エ
スポワールあずま１０４

06-6747-9440 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援事業所パームステーショ
ン東成

537-0025
大阪市東成区中道二丁目１０番３号　２
階

06-7502-5926 就労継続支援（Ｂ型）

障がい福祉サポートネットＮｉｎ
ｅ東成

537-0025 大阪市東成区中道二丁目２８番３号 06-6926-4902 就労継続支援（Ｂ型）

なにわの宮 537-0025 大阪市東成区中道三丁目１５番１６号 06-4307-6558 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターつるみの郷 538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目２番２５号 06-6913-0431 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援事業所　未来サポー
ト

538-0032 大阪市鶴見区安田二丁目２番５号 06-6115-5610 就労継続支援（Ｂ型）
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さらら作業所 538-0035 大阪市鶴見区浜三丁目７番１０号 06-6912-6578 就労継続支援（Ｂ型）

ワークプラザ　ウィルワン 538-0042
大阪市鶴見区今津中三丁目６番２７号
シャトー三愛１１１号

06-4258-8022 就労継続支援（Ｂ型）

マホロバ 538-0042
大阪市鶴見区今津中四丁目１番２０号
Ｃ・Ｄ号

06-6786-4722 就労継続支援（Ｂ型）

日本ライトハウスワークセンター
さんさん

538-0042 大阪市鶴見区今津中一丁目４番２７号 06-6964-5080 就労継続支援（Ｂ型）

もろぐち支援センター 538-0051 大阪市鶴見区諸口一丁目１番７４号 06-6911-3220 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援　だるま園 538-0051 大阪市鶴見区諸口四丁目１番３号 06-6912-0556 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援　感生 538-0052 大阪市鶴見区横堤四丁目２０番１６号 06-6913-2533 就労継続支援（Ｂ型）

カフェ　ももの樹 538-0052
大阪市鶴見区横堤四丁目２８番１４号
鶴見緑地道端マンション１Ｆ

06-6991-8931 就労継続支援（Ｂ型）

あすなろ　まほろば 538-0052 大阪市鶴見区横堤一丁目６番４４号 06-6914-4904 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援事業所　らいく 538-0054 大阪市鶴見区緑一丁目５番７号　５階 06-6933-8868 就労継続支援（Ｂ型）

Ｔｒｕｅ　ｃｏｌｏｒｓ 538-0054
大阪市鶴見区緑一丁目９番８号　ドムー
ル緑町５号

06-6932-8620 就労継続支援（Ｂ型）

ひこうせん 540-0006
大阪市中央区法円坂一丁目１番３５号
アネックスパル法円坂４階

06-6944-1570 就労継続支援（Ｂ型）

えるえる 540-0006
大阪市中央区法円坂一丁目１番３５号
大阪市教育会館５階

06-6941-4510 就労継続支援（Ｂ型）

なかの屋　大手前 540-0008
大阪市中央区大手前一丁目７番３１号
ＯＭＭビル１９Ａ

06-6355-4209 就労継続支援（Ｂ型）

クオリア 540-0012
大阪市中央区谷町二丁目１番２２号
フェアステージ大手前ビル５０１号

06-6946-7717 就労継続支援（Ｂ型）

ユニバーサル・ラボ 540-0012
大阪市中央区谷町二丁目２番２２号　Ｎ
Ｓビル４階

06-6949-9292 就労継続支援（Ｂ型）

ハートキャリー 540-0019
大阪市中央区和泉町一丁目１番１４号
ワイエムピー谷町ビル８０５号

06-4301-4430 就労継続支援（Ｂ型）

デジタルデザインスクール 540-0025
大阪市中央区徳井町二丁目２番１３号
ビジネスゾーン内本町４Ｆ

080-3766-9004 就労継続支援（Ｂ型）

ワンダーフレンズ　たによん 540-0026
大阪市中央区内本町一丁目１番１０号
五苑第二ビル５０１号

06-6484-9435 就労継続支援（Ｂ型）

ＨＯＰＥオフィス北浜 541-0045
大阪市中央区道修町一丁目７番１０号
アドバンスビル北浜３Ｆ

06-6223-2611 就労継続支援（Ｂ型）

ＨＯＰＥサポート北浜 541-0046
大阪市中央区平野町一丁目５番１１号
胡屋ビル４Ｆ

06-6282-7230 就労継続支援（Ｂ型）

未来のかたち　Ｂ型事業所 541-0048
大阪市中央区瓦町四丁目６番１５号　本
町プレタビル４階

06-6228-4440 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターグロウアップ 541-0051
大阪市中央区備後町一丁目６番１号　甲
賀ビル３０１

06-6251-0770 就労継続支援（Ｂ型）

わーくぷらす堺筋本町ひまわり 541-0053
大阪市中央区本町一丁目２番２号　ラ
シーヌ本町ビル６階

06-4708-6345 就労継続支援（Ｂ型）

マイ・スタイル堺筋本町 541-0053
大阪市中央区本町一丁目１番３号１００
１

06-6282-7540 就労継続支援（Ｂ型）

アルト 541-0054
大阪市中央区南本町二丁目１番１号　本
町サザンビル７０１

06-6264-1010 就労継続支援（Ｂ型）

ＩＴワークス大阪 541-0057
大阪市中央区北久宝寺町一丁目７番９号
堺筋本町プラザビル２０１号室

06-7410-7357 就労継続支援（Ｂ型）

ソフ 541-0058
大阪市中央区南久宝寺町一丁目４番１５
号

06-6121-2713 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援事業所　リレー 541-0058
大阪市中央区南久宝寺町二丁目４番１０
号　５０２

06-6484-6117 就労継続支援（Ｂ型）

ＲＩＴＡＲＭ 541-0058
大阪市中央区南久宝寺町四丁目６番１０
号　南久宝寺ＦＵＫＵＥ　Ｂ．Ｌ．７階

06-4708-7576 就労継続支援（Ｂ型）

とどろき 541-0059
大阪市中央区博労町二丁目３番１１号
アストルビル３階

06-6227-8017 就労継続支援（Ｂ型）

うららか 542-0012
大阪市中央区谷町九丁目５番１５号　中
田ビル７０３号

06-4302-5774 就労継続支援（Ｂ型）

ｅｍｉ－すぽっと 542-0012
大阪市中央区谷町九丁目１番１８号　ア
クセス谷町ビル６Ａ

06-6191-6766 就労継続支援（Ｂ型）

あゆみ 542-0064 大阪市中央区上汐二丁目２番１５号 06-6761-1281 就労継続支援（Ｂ型）

癒しカフェ～Ｓｔｅｐ　ｂｙ　Ｓ
ｔｅｐ～

542-0072
大阪市中央区高津一丁目３番６号　ＪＤ
Ｃビル４階

06-6191-6701 就労継続支援（Ｂ型）

リトファーム南船場 542-0081
大阪市中央区南船場二丁目６番１０号
ツチノビル４階

06-6226-8731 就労継続支援（Ｂ型）

あおぞら 542-0081
大阪市中央区南船場二丁目３番６号　第
一住建長堀橋駅前ビル８０５号

06-6210-4216 就労継続支援（Ｂ型）

ワークライフ長堀橋 542-0081
大阪市中央区南船場一丁目３番９号　Ｔ
ＡＢＩＹＡＤＯＢＬＤＧ心斎橋５０１号
室

080-9604-7667 就労継続支援（Ｂ型）

ＨＯＰＥオフィス長堀 542-0082
大阪市中央区島之内一丁目２１番１９号
オリエンタル堺筋ビル３０１

06-6251-5833 就労継続支援（Ｂ型）

あしなが 542-0082
大阪市中央区島之内一丁目２２番２２号
島之内堺筋ビル４０１号

06-6210-1724 就労継続支援（Ｂ型）

ｅｓｐｏ＠島之内 542-0082
大阪市中央区島之内一丁目２２番１８号
エイチツーオー第８ビル７階

06-6245-2626 就労継続支援（Ｂ型）

スウィングアーツ心斎橋 542-0083
大阪市中央区東心斎橋一丁目１９番２０
号　ローズハウスビル３階

090-8382-9880 就労継続支援（Ｂ型）
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ｃｏｃｏｉｒｏ 542-0083
大阪市中央区東心斎橋一丁目３番７号
ＥＮＴ長堀ビル３Ｆ

06-6563-7021 就労継続支援（Ｂ型）

支援センターｉｓｈ 543-0001
大阪市天王寺区上本町七丁目１番７号
ベルヴィ上本町２Ｆ

06-6772-0032 就労継続支援（Ｂ型）

アナザースカイ　－Ａｎｏｔｈｅ
ｒ　Ｓｋｙ－

543-0001
大阪市天王寺区上本町六丁目２番２６号
大和上六ビル４階

06-6770-5396 就労継続支援（Ｂ型）

上本町就労継続支援　パピヨン 543-0001
大阪市天王寺区上本町五丁目７番１８号
西川ビル５０３

06-6777-1522 就労継続支援（Ｂ型）

ＪＯＩＮ 543-0002 大阪市天王寺区上汐五丁目２番３号 06-6771-9150 就労継続支援（Ｂ型）

むつみ工房 543-0002
大阪市天王寺区上汐四丁目５番１１号
吉祥苑マンション１０１号

06-6773-0418 就労継続支援（Ｂ型）

ワークステーション　ホープ 543-0014 大阪市天王寺区玉造元町２番９号 06-6767-2708 就労継続支援（Ｂ型）

あしすと 543-0021
大阪市天王寺区東高津町４番１６号
ウェイブビル１・２・３階

06-6191-7755 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンター中授 543-0026 大阪市天王寺区東上町４番１７号 06-6772-4771 就労継続支援（Ｂ型）

ＮＰＯ法人ヘレンケラー自立支援
センターすまいる

543-0028 大阪市天王寺区小橋町二番１２号 06-6776-2000 就労継続支援（Ｂ型）

アルファプラス天王寺 543-0028
大阪市天王寺区小橋町２番１３号　ＩＤ
Ｍビル４０１号

072-225-1701 就労継続支援（Ｂ型）

フォーチュンエイド 543-0041
大阪市天王寺区真法院町６番１２号　真
法院ＪＮビル４階

06-6777-9717 就労継続支援（Ｂ型）

障がい福祉サポートネット　Ｃｌ
ａｎ　Ｎｉｎｅ　真法院

543-0041 大阪市天王寺区真法院町１１番１号 06-4309-7025 就労継続支援（Ｂ型）

インクルージョン 543-0052
大阪市天王寺区大道四丁目２番３号　八
千代興産寺田町ビル３階５階

06-6773-1541 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援事業所ａｒｋ 543-0052
大阪市天王寺区大道一丁目５番１３号
東和天王寺ビル６階

06-4302-4491 就労継続支援（Ｂ型）

ファミーユ・ウリエル 543-0052
大阪市天王寺区大道一丁目１２番１５号
２０１

06-6776-8528 就労継続支援（Ｂ型）

ワンダーフレンズ天王寺 543-0053 大阪市天王寺区北河堀町２番８号 06-6648-1239 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援事業所あすな 543-0053
大阪市天王寺区北河堀町７番１６号　グ
ランカサ天王寺１Ｆ

06-4392-7143 就労継続支援（Ｂ型）

にじげん　おおさか 543-0071
大阪市天王寺区生玉町１１番２８号
バッハビル２階

06-6777-6071 就労継続支援（Ｂ型）

リボーン天王寺 543-0072
大阪市天王寺区生玉前町４番６号　ミノ
ハイツ１Ｆ

06-6772-1201 就労継続支援（Ｂ型）

Ｙｏｕｒ　ｌｉｆｅ　谷九 543-0072
大阪市天王寺区生玉前町５番１６号　Ｃ
ＨＩＢＡ　Ｂｌｄｇ　４Ｆ

06-6773-8808 就労継続支援（Ｂ型）

ポルテ 544-0001
大阪市生野区新今里二丁目１１番２号
スペラーレ今里１Ｆ

06-6753-7430 就労継続支援（Ｂ型）

パール新今里 544-0001 大阪市生野区新今里四丁目１１番１９号 06-6758-3358 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所ふぁむ 544-0001
大阪市生野区新今里六丁目５番６号　１
階

06-6736-5305 就労継続支援（Ｂ型）

エナリ 544-0001
大阪市生野区新今里四丁目１０番１０号
新今里コーポラス１Ｆ

06-6743-6120 就労継続支援（Ｂ型）

いわき生野学園 544-0002 大阪市生野区小路三丁目１９番１９号 06-6753-1121 就労継続支援（Ｂ型）

こさり 544-0004 大阪市生野区巽北四丁目１３番２０号 06-6756-7131 就労継続支援（Ｂ型）

いわき生野学園　ティンカーベル
ファクト

544-0004 大阪市生野区巽北二丁目１８番９号 06-6753-0008 就労継続支援（Ｂ型）

徳の庵　たつみ 544-0004
大阪市生野区巽北一丁目１０番３０号
ゼニスコート４

06-7181-6814 就労継続支援（Ｂ型）

障がい福祉サポートネットＮｉｎ
ｅ

544-0011 大阪市生野区田島一丁目１１番７号 06-6796-8948 就労継続支援（Ｂ型）

パーパスⅡ 544-0011
大阪市生野区田島五丁目９番２８号　吉
永クリニックビル３階

06-4306-6001 就労継続支援（Ｂ型）

ぱれっと 544-0012 大阪市生野区巽西一丁目２番３号 06-6754-0033 就労継続支援（Ｂ型）

ワークロード 544-0013 大阪市生野区巽中二丁目１７番６号 06-6748-0507 就労継続支援（Ｂ型）

心楽 544-0013 大阪市生野区巽中四丁目１８番１４号 070-6508-7408 就労継続支援（Ｂ型）

Ｓｅｅｄ 544-0013
大阪市生野区巽中三丁目３番１４号　萩
田第７ビル１０１

090-6233-3476 就労継続支援（Ｂ型）

リヤン 544-0014
大阪市生野区巽東二丁目１０番２号
パーク巽東Ⅰ

06-6743-7612 就労継続支援（Ｂ型）

リライアンスプレイス就労支援実
務センター

544-0014 大阪市生野区巽東二丁目１番２号　３階 06-6752-8811 就労継続支援（Ｂ型）

リブピースⅠ 544-0014
大阪市生野区巽東二丁目８番３２号　荻
田第４ビル５０５号

06-4306-1131 就労継続支援（Ｂ型）

徳の庵　恵 544-0014
大阪市生野区巽東三丁目９番２４号
シーマック・イースト２Ｆ

06-7890-2103 就労継続支援（Ｂ型）

アミューデイズ 544-0014
大阪市生野区巽東二丁目１９番２２号
ＷＯＯハウス２階

06-7507-2772 就労継続支援（Ｂ型）

にこにこハウス 544-0021 大阪市生野区勝山南一丁目１番５号 06-6711-5277 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型サービス　エヌ
エス

544-0021 大阪市生野区勝山南四丁目９番１７号 06-6796-8416 就労継続支援（Ｂ型）

ひより家 544-0022 大阪市生野区舎利寺三丁目１０番１２号 06-6717-6446 就労継続支援（Ｂ型）

ＯＬＩＶＩＡ＋ 544-0023 大阪市生野区林寺二丁目１１番１８号 06-7165-6343 就労継続支援（Ｂ型）

ＨＡＲＵ　ＨＡＲＵ 544-0024 大阪市生野区生野西三丁目１２番１２号 06-6711-5661 就労継続支援（Ｂ型）
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就労継続支援Ｂ型　宇宙センター 544-0024 大阪市生野区生野西一丁目５番９号 070-6922-9911 就労継続支援（Ｂ型）

サポートネットワーク　きりん 544-0025 大阪市生野区生野東一丁目９番４号 06-6777-6345 就労継続支援（Ｂ型）

株式会社とらの子ほーむ 544-0033 大阪市生野区勝山北四丁目１番２０号 06-6777-1210 就労継続支援（Ｂ型）

Ｃａｆｅ　Ｚｅｎ　２０５　～ｇ
ｉｖｅ＝ｔａｋｅ～

544-0033 大阪市生野区勝山北五丁目１７番２５号 06-4305-3261 就労継続支援（Ｂ型）

障碍者支援事業所野のはな 544-0033 大阪市生野区勝山北五丁目１番２６号 06-6718-1750 就労継続支援（Ｂ型）

障がい福祉サポートネットＣｌａ
ｎＮｉｎｅ

544-0033 大阪市生野区勝山北五丁目１５番３号 06-4309-7025 就労継続支援（Ｂ型）

障がい福祉サポートネットＮｉｎ
ｅ勝山北

544-0033 大阪市生野区勝山北五丁目６番９号 06-6926-4902 就労継続支援（Ｂ型）

阿倍野ひまわり作業所 545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目３１番
９号

06-6714-2492 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援事業所アテナ平和 545-0003 大阪市阿倍野区美章園三丁目７番２号 06-6629-2062 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスペース街 545-0011
大阪市阿倍野区昭和町一丁目５番２７号
フェニックス昭和町ビル２階

06-6622-2866 就労継続支援（Ｂ型）

シルフ 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町三丁目４３番８号 06-6626-6074 就労継続支援（Ｂ型）

ミラクル 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町六丁目６番１８号 06-6690-7222 就労継続支援（Ｂ型）

ＴＡＫワークステーション 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町三丁目７番６号 06-7708-1681 就労継続支援（Ｂ型）

ＤＩＧ西田辺 545-0021
大阪市阿倍野区阪南町五丁目１１番２５
号　長生ビル　４Ｆ

06-6655-1882 就労継続支援（Ｂ型）

リカバリハウスいちご（リカバリ
ハウスいちご阿倍野）

545-0022 大阪市阿倍野区播磨町一丁目４番１５号 06-6628-1121 就労継続支援（Ｂ型）

ワンダーフレンズあべの 545-0051
大阪市阿倍野区旭町一丁目１番１０号
竹澤ビル４Ｆ

06-6648-1239 就労継続支援（Ｂ型）

あべの作業所 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋四丁目１３番２
０号　ユートマンション１０１号室

06-6624-6685 就労継続支援（Ｂ型）

アトリエコーナス 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋四丁目２４番１
３号

06-6658-6370 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援きらく 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目９番２１
号　ヒカタビル１Ｆ

06-7890-0333 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型ひるり 546-0002
大阪市東住吉区杭全二丁目１３番５号
１階

06-6777-6211 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型作業所　あい 546-0002 大阪市東住吉区杭全一丁目１１番３号 06-6777-8302 就労継続支援（Ｂ型）

ポンチセぴりか 546-0003 大阪市東住吉区今川四丁目１０番３号 06-6708-6566 就労継続支援（Ｂ型）

第２ぴりか作業所 546-0003 大阪市東住吉区今川四丁目１７番２３号 06-6708-6566 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　ｉｎｆｉｎｉ 546-0003 大阪市東住吉区今川七丁目４番２３号 06-6705-2688 就労継続支援（Ｂ型）

ゆう・スペース 546-0011
大阪市東住吉区針中野四丁目１０番３号
１．２階

06-6702-0770 就労継続支援（Ｂ型）

ぱれっと 546-0012 大阪市東住吉区中野三丁目４番２号 06-6701-6147 就労継続支援（Ｂ型）

あかつき 546-0012
大阪市東住吉区中野四丁目１２番２３号
メゾン中野１階

06-7777-4272 就労継続支援（Ｂ型）

ファニードリーム 546-0012
大阪市東住吉区中野三丁目３番３－６０
１号

06-4981-6654 就労継続支援（Ｂ型）

ドリーム・プリン 546-0013 大阪市東住吉区湯里五丁目４番１４号 06-6797-2861 就労継続支援（Ｂ型）

ＡＩＤＥＰ 546-0014 大阪市東住吉区鷹合一丁目７番１８号 06-6607-6001 就労継続支援（Ｂ型）

ＩＲＩＳ 546-0014
大阪市東住吉区鷹合一丁目７番１８号
２階

06-6607-6005 就労継続支援（Ｂ型）

Ｈａｍｏｎ 546-0021
大阪市東住吉区照ケ丘矢田一丁目２３番
５号　ルネッサンスエリエール

06-6777-8972 就労継続支援（Ｂ型）

たんぽぽわたぼうし 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田七丁目９番１３
号

06-6769-7545 就労継続支援（Ｂ型）

福祉作業所ステップ 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田五丁目１０番８
号

06-6769-5336 就労継続支援（Ｂ型）

ワークハウス東住吉 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田五丁目６番２０
号　ラ・モードニシカワ１階

06-4302-5879 就労継続支援（Ｂ型）

フルリール 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田一丁目２０番１
５号

06-6777-8201 就労継続支援（Ｂ型）

エコボックス 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田七丁目９番４号 06-6654-4722 就労継続支援（Ｂ型）

ワークステージやた 546-0023 大阪市東住吉区矢田二丁目１３番１４号 06-6115-6621 就労継続支援（Ｂ型）

スターリットサービス 546-0023 大阪市東住吉区矢田三丁目９番３号 06-6625-8620 就労継続支援（Ｂ型）

ＨＥＲＯ 546-0023 大阪市東住吉区矢田二丁目１１番２９号 06-6115-8553 就労継続支援（Ｂ型）

ともいきアート工房 546-0023 大阪市東住吉区矢田六丁目１４番９号 06-7892-2010 就労継続支援（Ｂ型）

ふくろう 546-0032
大阪市東住吉区東田辺三丁目２５番２０
号　大市コーポ１０２・１０３号

06-6616-7056 就労継続支援（Ｂ型）

ホイミ堂針中野店 546-0032
大阪市東住吉区東田辺三丁目２７番１９
号　１Ｆ

06-6626-4026 就労継続支援（Ｂ型）

やすらぎの家作業所 546-0033 大阪市東住吉区南田辺一丁目７番１４号 06-6628-1201 就労継続支援（Ｂ型）

オシテルヤ就労支援センター 546-0033
大阪市東住吉区南田辺五丁目１１番１号
松榮ビル

06-6608-0078 就労継続支援（Ｂ型）

ＣＬＡＮ南田辺 546-0033 大阪市東住吉区南田辺三丁目８番１２号 06-6697-2100 就労継続支援（Ｂ型）

わくわくワーク 546-0033
大阪市東住吉区南田辺一丁目１０番１８
号

06-6697-7732 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援事業所　らしく 546-0035 大阪市東住吉区山坂二丁目９番２号 06-7173-1825 就労継続支援（Ｂ型）
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就労継続支援Ｂ型　プルメリア 546-0041
大阪市東住吉区桑津四丁目１番１号　メ
ランジュ天王寺東６Ｆ

06-6719-0505 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　ティアレ 546-0041
大阪市東住吉区桑津四丁目１番１号　メ
ランジュ天王寺東５Ｆ

06-6713-0050 就労継続支援（Ｂ型）

Ｎ３ 546-0043
大阪市東住吉区駒川四丁目２番７号　天
野ビル２階

06-6691-8121 就労継続支援（Ｂ型）

にじ 546-0043 大阪市東住吉区駒川五丁目１１番７号 06-7891-0080 就労継続支援（Ｂ型）

熊のＢ 546-0043
大阪市東住吉区駒川一丁目７番１４号
プレアール駒川Ⅱ　２０１号

06-6777-4510 就労継続支援（Ｂ型）

セルフ社 546-0044
大阪市東住吉区北田辺四丁目２３番２号
ミスターＤビル２階

06-6719-8212 就労継続支援（Ｂ型）

えん 546-0044
大阪市東住吉区北田辺四丁目２２番６号
田辺ビル３階

06-6710-3350 就労継続支援（Ｂ型）

紙再生工房 547-0001 大阪市平野区加美北六丁目１０番２５号 06-6794-6871 就労継続支援（Ｂ型）

大阪障害者労働センター・受苦人 547-0001 大阪市平野区加美北八丁目１番４５号 06-6791-2212 就労継続支援（Ｂ型）

徳の庵平野 547-0001
大阪市平野区加美北一丁目１６番１３号
メゾングレース１Ｆ

06-6757-5136 就労継続支援（Ｂ型）

りあらいず 547-0001
大阪市平野区加美北九丁目１番１８号
１Ｆ、２Ｆ

06-6777-2972 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型作業所　Ｏｈａ
ｎａ

547-0001
大阪市平野区加美北四丁目５番２５－１
００号

06-6105-2155 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援センターステップワ
ン

547-0002 大阪市平野区加美東五丁目２番３２号 06-6792-0566 就労継続支援（Ｂ型）

ダイワ 547-0002 大阪市平野区加美東三丁目３番３０号 06-6796-0678 就労継続支援（Ｂ型）

ハッピーセンターきりん 547-0002 大阪市平野区加美東一丁目１０番３号 072-121-8725 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援　あい出戸 547-0011 大阪市平野区長吉出戸二丁目４番３２号 06-6704-8883 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援あい出戸西 547-0011
大阪市平野区長吉出戸一丁目１１番５５
号

06-6700-8888 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援あい出戸東 547-0011 大阪市平野区長吉出戸三丁目１番４３号 06-6769-8884 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援事業所ＮＥＸＴ 547-0011
大阪市平野区長吉出戸四丁目３番４２号
２階

06-4302-6033 就労継続支援（Ｂ型）

希望の家 547-0012 大阪市平野区長吉六反五丁目６番３２号 06-4302-7020 就労継続支援（Ｂ型）

アークショップノアノア 547-0012 大阪市平野区長吉六反三丁目１番３２号 06-6770-5437 就労継続支援（Ｂ型）

ジョブタス長吉長原東事業所 547-0013
大阪市平野区長吉長原東二丁目３番２１
号　松庄オフィスビル２Ｆ

06-6797-3556 就労継続支援（Ｂ型）

そらまめ作業所 547-0014 大阪市平野区長吉川辺一丁目１番１９号 06-6708-6339 就労継続支援（Ｂ型）

まほろば事業所 547-0014
大阪市平野区長吉川辺三丁目２番４０号
－Ｂ号

06-4303-3664 就労継続支援（Ｂ型）

あんず 547-0015 大阪市平野区長吉長原西三丁目５番４号 06-6777-7337 就労継続支援（Ｂ型）

あすか作業所 547-0015 大阪市平野区長吉長原西一丁目５番５号 06-6701-3751 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援あい長原西 547-0015
大阪市平野区長吉長原西二丁目７番１３
号

06-6700-8885 就労継続支援（Ｂ型）

ワークハウス平野 547-0016
大阪市平野区長吉長原一丁目７番６号
ＧＳハイム平野１０１号

06-6770-5158 就労継続支援（Ｂ型）

はるな作業所 547-0016
大阪市平野区長吉長原一丁目６番４６－
２０５号

06-4303-4177 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所　りせす 547-0016
大阪市平野区長吉長原一丁目１３番２９
号　メゾンドール長吉２０２

06-6776-2912 就労継続支援（Ｂ型）

ＦＵＫＵＣＩＥＬ 547-0016
大阪市平野区長吉長原一丁目９番３６号
２Ｆ

06-6700-6300 就労継続支援（Ｂ型）

ラブシエンス 547-0016
大阪市平野区長吉長原一丁目９番３６号
３Ｆ

06-6700-2227 就労継続支援（Ｂ型）

ＣＯＣＯＹＥＬＬ 547-0016
大阪市平野区長吉長原一丁目９番３６号
４Ｆ

06-6701-7011 就労継続支援（Ｂ型）

ドリームネット 547-0021 大阪市平野区喜連東四丁目２番１４号 06-6760-6181 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　レインボー
ワーク

547-0021 大阪市平野区喜連東四丁目１番４号 06-6797-2116 就労継続支援（Ｂ型）

バンブー 547-0022 大阪市平野区瓜破東八丁目７番１６号 06-6790-0612 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　豆カフェ 547-0022 大阪市平野区瓜破東三丁目６番４号 06-6790-0755 就労継続支援（Ｂ型）

スカイ・アンドロメダ 547-0024
大阪市平野区瓜破二丁目１番６４号　平
野ビル３０２号

06-6702-0212 就労継続支援（Ｂ型）

アジール 547-0024 大阪市平野区瓜破五丁目２番１６号 06-6777-6003 就労継続支援（Ｂ型）

ユーアンドアイ 547-0025 大阪市平野区瓜破西一丁目８番４５号 06-6799-5112 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスビハーラ２１あかんのん 547-0026
大阪市平野区喜連西五丁目４番１４号
安住荘２階

06-6180-8401 就労継続支援（Ｂ型）

特定非営利活動法人福祉作業所カ
ナリヤ

547-0026
大阪市平野区喜連西四丁目７番１６号
石光ビル１Ｆ

06-6797-8988 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援Ｂ型　ＯＮ 547-0026 大阪市平野区喜連西四丁目６番３７号 06-6777-6543 就労継続支援（Ｂ型）

オレンジハウス 547-0027
大阪市平野区喜連二丁目５番４９号
キューブ平野ビル６階

06-6760-5632 就労継続支援（Ｂ型）

オレンジハウスプラス 547-0027
大阪市平野区喜連四丁目８番６３号　ビ
クトワール喜連２階

06-6769-8100 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所ダイソー 547-0027 大阪市平野区喜連五丁目１１番３０号 06-6700-2008 就労継続支援（Ｂ型）

たからばこ瓜破 547-0027
大阪市平野区喜連二丁目５番４９号
キューブ平野ビル２Ｆ

06-6710-4888 就労継続支援（Ｂ型）
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福祉作業所フロンティア 547-0033 大阪市平野区平野西六丁目３番８号 06-6701-3223 就労継続支援（Ｂ型）

Ａｐｒｉｌ 547-0034 大阪市平野区背戸口一丁目２２番２号 06-6708-0101 就労継続支援（Ｂ型）

ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ事業所 547-0034
大阪市平野区背戸口二丁目１４番１５号
－２Ｆ

06-6770-5531 就労継続支援（Ｂ型）

マーガレット工房（作業所） 547-0034 大阪市平野区背戸口二丁目７番１２号 090-3057-5454 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援Ｂ型　優花 547-0034 大阪市平野区背戸口一丁目９番１０号 06-4305-4714 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型作業所　クロス
ロード

547-0034 大阪市平野区背戸口一丁目４番１号 06-6777-8302 就労継続支援（Ｂ型）

じぱんぐ 547-0035 大阪市平野区西脇一丁目１３番２７号 06-7173-7754 就労継続支援（Ｂ型）

福祉作業所ワークルーム・みかづ
き

547-0044 大阪市平野区平野本町二丁目２－２ 06-4977-1781 就労継続支援（Ｂ型）

ＰＥＡＣＥウェル 547-0045
大阪市平野区平野上町一丁目１０番１１
号　和光服装ビル１階

06-6777-7617 就労継続支援（Ｂ型）

プレワーク 547-0046
大阪市平野区平野宮町一丁目４番２９号
６Ｆ

06-6718-5171 就労継続支援（Ｂ型）

Ｃａｆｅ　ｊｉｇｓａｗ 547-0046
大阪市平野区平野宮町一丁目５番５－１
７１号

06-6793-4355 就労継続支援（Ｂ型）

くくるワークス 547-0047 大阪市平野区平野元町５番３号 06-7893-0093 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターいまがわ 547-0048
大阪市平野区平野馬場一丁目１１番１１
号

06-6794-5678 就労継続支援（Ｂ型）

ＦＬＩＴＡＩＲ 549-0021
泉南市泉州空港南１番地　株式会社エイ
エイエスケータリング内

072-456-6234 就労継続支援（Ｂ型）

フライングポニー 550-0001
大阪市西区土佐堀一丁目６番１０号　土
佐堀トキワビル４階

06-6449-3500 就労継続支援（Ｂ型）

Ｓｏ－Ｔｅｎ靭 550-0004
大阪市西区靱本町二丁目９番７号　岡崎
橋ビル１００１

06-6136-7761 就労継続支援（Ｂ型）

Ｂ・ＡＮＤワークス 550-0004
大阪市西区靱本町一丁目１３番１６号
川越靭ビル３階

06-6152-7792 就労継続支援（Ｂ型）

ギフテッドスタイル 550-0005
大阪市西区西本町二丁目５番１９号　東
海建物西本町ビル３１１

06-6535-7300 就労継続支援（Ｂ型）

ウィステリア 550-0005
大阪市西区西本町二丁目５番１９号　東
海建物西本町ビル３０６

06-6567-9103 就労継続支援（Ｂ型）

ロジックラボ 550-0012
大阪市西区立売堀一丁目１１番１７号
スギタビル６階

06-6585-9813 就労継続支援（Ｂ型）

ステラステーション 550-0014 大阪市西区北堀江三丁目６番２８号 06-6531-0369 就労継続支援（Ｂ型）

インジワークス 550-0014
大阪市西区北堀江三丁目６番２８号　乳
業センタービル２０２

06-6567-8339 就労継続支援（Ｂ型）

Ｈａｎｄｉｃａｐｐｅｄ　ｃｏｍ
ｍｕｎｉｔｙ　Ｃａｆｅ　ＭＩＬ
ＬＯ

550-0015
大阪市西区南堀江三丁目１５番７号　堀
江ヴィラ１・２階

06-6533-5798 就労継続支援（Ｂ型）

ポリフォニー 550-0015
大阪市西区南堀江三丁目１２番２３号
不二建物西長堀ビル５０２

06-4395-5881 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　ユメグミ 550-0015
大阪市西区南堀江四丁目４番１７号
ヴィラ南堀江７Ａ

06-6531-2697 就労継続支援（Ｂ型）

すまいる（らんまん） 550-0023 大阪市西区千代崎一丁目２３番５号 06-6585-2227 就労継続支援（Ｂ型）

ファンライフ 550-0023
大阪市西区千代崎一丁目５番１号　シラ
イオフィスビル６階

06-6582-8860 就労継続支援（Ｂ型）

セフニアワーク煉瓦 550-0026 大阪市西区安治川一丁目２番３９号 06-4395-5578 就労継続支援（Ｂ型）

カフェボンセジュール 550-0027 大阪市西区九条三丁目４番８号 06-6648-8258 就労継続支援（Ｂ型）

Ｃｈｏｕｃｈｏｕ 550-0027 大阪市西区九条三丁目４番６号 06-6599-9244 就労継続支援（Ｂ型）

ぽんて　ぽんて 550-0027 大阪市西区九条二丁目７番１３号 06-6563-9611 就労継続支援（Ｂ型）

２ｎｄぷれいす大正 551-0001 大阪市大正区三軒家西二丁目２０番１号 06-6563-9626 就労継続支援（Ｂ型）

Ｓｅｎｚｕ 551-0001 大阪市大正区三軒家西三丁目８番１３号 06-4394-6720 就労継続支援（Ｂ型）

ワークス集 551-0002 大阪市大正区三軒家東４－７－３ 06-4394-1571 就労継続支援（Ｂ型）

ワークス翔 551-0002
大阪市大正区三軒家東四丁目８番２６号
敷島ビル１階・３０５号

06-6555-3310 就労継続支援（Ｂ型）

スマイル大正 551-0002
大阪市大正区三軒家東六丁目１９番１０
号　ＬＩＶＥ　ＳＱＵＡＲＥ　１Ｆ

06-6554-7888 就労継続支援（Ｂ型）

ワークステーション大正 551-0003 大阪市大正区千島三丁目１３番１５号 06-6551-1515 就労継続支援（Ｂ型）

ＨＥＲＯ大正 551-0012 大阪市大正区平尾五丁目１７番１６号 06-6556-9127 就労継続支援（Ｂ型）

ヒューマンパワー 551-0021 大阪市大正区南恩加島五丁目5番8号 06-6556-0022 就労継続支援（Ｂ型）

もぐら 551-0031 大阪市大正区泉尾一丁目５番１７号 06-6551-2222 就労継続支援（Ｂ型）

港第二育成園 552-0001 大阪市港区波除六丁目４番５号 06-6584-8452 就労継続支援（Ｂ型）

ナポレオンフィッシュ 552-0003
大阪市港区磯路３丁目１９番４号　港産
業会館別館５Ｂ

06-6568-9334 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスペース　サルビア 552-0003
大阪市港区磯路二丁目１２番１－１０
７、１０９号

06-6574-2330 就労継続支援（Ｂ型）

ワークみなと 552-0004 大阪市港区夕凪二丁目６番３号 06-6571-7511 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　ふらっと 552-0004 大阪市港区夕凪二丁目２番１８号 06-6575-2155 就労継続支援（Ｂ型）

わたぼうし 552-0004 大阪市港区夕凪二丁目１８番１０号 06-6576-0100 就労継続支援（Ｂ型）

きずなワークス 552-0004
大阪市港区夕凪二丁目１８番５号　朝潮
ビル

080-4023-5877 就労継続支援（Ｂ型）

アクトノミー 552-0007 大阪市港区弁天四丁目５番２８号 06-6577-4567 就労継続支援（Ｂ型）
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プログレス３２就労継続支援Ｂ型 552-0007
大阪市港区弁天一丁目６番１７　シャル
マンコーポ弁天町１０１号

06-6606-9502 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスいけじま 552-0015 大阪市港区池島三丁目６番１５号 06-6577-2211 就労継続支援（Ｂ型）

ゆうゆう美波途 552-0016 大阪市港区三先二丁目２番５号 06-6571-1119 就労継続支援（Ｂ型）

いきいき倶楽部 552-0016 大阪市港区三先一丁目１０番２３号 06-4397-3591 就労継続支援（Ｂ型）

グリーンズ 552-0021 大阪市港区築港三丁目１０番７号 06-6574-2930 就労継続支援（Ｂ型）

あいらぶ工房 552-0023 大阪市港区港晴一丁目７番４号 06-4395-7588 就労継続支援（Ｂ型）

近畿福祉会　大阪海老江事業所 553-0001 大阪市福島区海老江六丁目１１番５号 06-6136-8061 就労継続支援（Ｂ型）

ワークはづき 553-0003 大阪市福島区福島四丁目２番５１号 06-6449-4141 就労継続支援（Ｂ型）

カラフル大阪 553-0003 大阪市福島区福島七丁目１７番９号 06-6225-7983 就労継続支援（Ｂ型）

桜ほのぼの苑　玉川事業所 553-0004
大阪市福島区玉川一丁目８番１０号　Ｕ
Ｇビル１Ｆ

06-4256-8122 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　あん 553-0007 大阪市福島区大開一丁目１３番３号 06-6461-2345 就労継続支援（Ｂ型）

コアの仲間たち 554-0013 大阪市此花区梅香三丁目１１番４号１Ｆ 06-6464-5588 就労継続支援（Ｂ型）

大阪市立此花作業指導所 554-0014 大阪市此花区四貫島二丁目２６番１７号 06-6463-3669 就労継続支援（Ｂ型）

はばたく 554-0014 大阪市此花区四貫島二丁目２６番１３号 06-6466-1103 就労継続支援（Ｂ型）

ごらく 554-0014 大阪市此花区四貫島二丁目１８番１４号 06-4256-7757 就労継続支援（Ｂ型）

Ｐｏｎｏｌｅ’ａ 555-0001 大阪市西淀川区佃二丁目５番２４号 06-6476-7940 就労継続支援（Ｂ型）

佑宜 555-0012 大阪市西淀川区御幣島一丁目１３番９号 06-6472-1314 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型わかば 555-0012 大阪市西淀川区御幣島二丁目２１番６号 06-6300-7773 就労継続支援（Ｂ型）

いきいき 555-0013 大阪市西淀川区千舟二丁目１０番６号 06-6471-7729 就労継続支援（Ｂ型）

桜ほのぼの苑　千舟事業所 555-0013
大阪市西淀川区千舟二丁目２番１６号
チェリービル２階

06-6300-7550 就労継続支援（Ｂ型）

アルバ 555-0021 大阪市西淀川区歌島一丁目２５番１０号 06-6829-7786 就労継続支援（Ｂ型）

ワークショップ．ｃｏｍ 555-0022
大阪市西淀川区柏里二丁目１番１９号
石川ビル１階

06-7659-9828 就労継続支援（Ｂ型）

Ｃｉｅｌ・Ｈｏｕｘ 555-0024
大阪市西淀川区野里一丁目２２番４号
プレアール塚本Ⅲ１０３号

06-6475-0608 就労継続支援（Ｂ型）

ガッチャスマイルにしよど 555-0024
大阪市西淀川区野里二丁目２番４号　若
葉野里ビル２階

090-6371-8254 就労継続支援（Ｂ型）

西淀川すずらん会 555-0032 大阪市西淀川区大和田三丁目３番１７号 06-4808-8899 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者支援センター　きづき 555-0043 大阪市西淀川区大野一丁目５番８号 072-988-6636 就労継続支援（Ｂ型）

なにわ工房 556-0001 大阪市浪速区下寺三丁目２番７号 06-6633-3171 就労継続支援（Ｂ型）

ミンナ・ファーム 556-0003 大阪市浪速区恵美須西三丁目３番２６号 06-6636-7784 就労継続支援（Ｂ型）

未来 556-0003
大阪市浪速区恵美須西三丁目２番１１号
鷺乃成ビル２０１号室

06-6644-9520 就労継続支援（Ｂ型）

ベル 556-0003
大阪市浪速区恵美須西一丁目２番５号
６階

06-6616-9356 就労継続支援（Ｂ型）

ａｌｏｈａ大阪日本橋 556-0005
大阪市浪速区日本橋五丁目１３番３号
川北ビル６階

06-6586-6497 就労継続支援（Ｂ型）

リトルゲイン 556-0006
大阪市浪速区日本橋東三丁目１０番１９
号

06-4394-8100 就労継続支援（Ｂ型）

ピニオンなんば 556-0011
大阪市浪速区難波中二丁目２番２０号
２階

06-6556-6197 就労継続支援（Ｂ型）

ピース 556-0014 大阪市浪速区大国一丁目１１番１号 06-6647-2077 就労継続支援（Ｂ型）

みどりの風西川 556-0014
大阪市浪速区大国一丁目３番４号　レッ
クビル２階

06-6649-0777 就労継続支援（Ｂ型）

アップキープ・モア 556-0014
大阪市浪速区大国三丁目９番６号　ハイ
ツヨシノ１０１号室

06-6630-6030 就労継続支援（Ｂ型）

多機能型事業所ブルーム 556-0015 大阪市浪速区敷津西二丁目１３番２３号 090-4907-1624 就労継続支援（Ｂ型）

ｉ・ジョブひまわり 556-0022
大阪市浪速区桜川四丁目４番６号　リン
デ桜川１Ｆ・６０３号

06-6561-0171 就労継続支援（Ｂ型）

デイケアセンター夢の希（ドリー
ム）

556-0025 大阪市浪速区浪速東一丁目８番１４号 06-6568-3290 就労継続支援（Ｂ型）

Ｌ’ｓ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　おおさ
か

556-0027 大阪市浪速区木津川二丁目３番８号 06-6561-7730 就労継続支援（Ｂ型）

山王おとなセンター 557-0001 大阪市西成区山王二丁目５番１０号 06-4394-8836 就労継続支援（Ｂ型）

オートビュス 557-0001
大阪市西成区山王二丁目１２番１５号
プレステージ豊島１階

06-6567-9192 就労継続支援（Ｂ型）

プラザ中央 557-0002
大阪市西成区太子一丁目１番１７号　ワ
カバビル８０１号室

06-6632-0236 就労継続支援（Ｂ型）

ふれあい 557-0002
大阪市西成区太子一丁目１番１８号　７
階

06-6630-9888 就労継続支援（Ｂ型）

ストローム 557-0004
大阪市西成区萩之茶屋二丁目１１番１５
号

06-6647-6576 就労継続支援（Ｂ型）

エテルノ 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋三丁目４番５号 06-7172-1447 就労継続支援（Ｂ型）

めだかの学校 557-0004
大阪市西成区萩之茶屋一丁目４番１号
太陽ビル２階

06-6575-9882 就労継続支援（Ｂ型）

ルアナ 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋二丁目３番２２号 090-9617-9170 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所ＮＫＲ 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋二丁目３番１０号 06-6631-2026 就労継続支援（Ｂ型）

にじいろのカエル 557-0012
大阪市西成区聖天下一丁目８番１７号
１階

06-6625-8812 就労継続支援（Ｂ型）

クローバー 557-0012 大阪市西成区聖天下一丁目１２番３２号 06-6616-7590 就労継続支援（Ｂ型）

-　資105　-



アザリア 557-0014 大阪市西成区天下茶屋一丁目３２番３号 06-6658-2900 就労継続支援（Ｂ型）

アップキープ 557-0014
大阪市西成区天下茶屋三丁目２８番２３
号　ユーラクビル６階

06-7713-0197 就労継続支援（Ｂ型）

さぼてん 557-0014 大阪市西成区天下茶屋三丁目１８番８号 06-7897-7599 就労継続支援（Ｂ型）

モワユ天下茶屋 557-0014
大阪市西成区天下茶屋二丁目２２番１０
号　ピナス天下茶屋ビル２階

06-6661-8662 就労継続支援（Ｂ型）

障がい福祉サポートネットＮｉｎ
ｅ天下茶屋

557-0014 大阪市西成区天下茶屋二丁目１９番８号 070-5501-3993 就労継続支援（Ｂ型）

ナピオ 557-0014
大阪市西成区天下茶屋三丁目２８番２３
号

06-6115-8448 就労継続支援（Ｂ型）

オレンジ 557-0015 大阪市西成区花園南二丁目２番２７号 06-6654-4561 就労継続支援（Ｂ型）

パラソル 557-0015
大阪市西成区花園南一丁目７番５号
アーバンハイム藤１階

06-6657-4057 就労継続支援（Ｂ型）

エシャペ 557-0016 大阪市西成区花園北二丁目１２番２８号 06-6630-8785 就労継続支援（Ｂ型）

おやの心 557-0016
大阪市西成区花園北二丁目５番２号
ウェルファーレナーシングコートⅡ１

06-6632-0500 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型作業所　ほんで
なぁ

557-0016 大阪市西成区花園北二丁目１番８号 06-6631-7063 就労継続支援（Ｂ型）

ポッポ 557-0025 大阪市西成区長橋二丁目５番１１号 06-6561-9372 就労継続支援（Ｂ型）

ヒューマンインクルーシブセン
ター　クリエバ

557-0025 大阪市西成区長橋三丁目１番１７号 06-6567-7115 就労継続支援（Ｂ型）

たから地図オアシス 557-0025 大阪市西成区長橋三丁目１０番２０号 06-6568-7179 就労継続支援（Ｂ型）

ハピネス作業所 557-0025 大阪市西成区長橋一丁目１１番１７号 06-6655-0812 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型施設　Ｂｌｏｏ
ｍ

557-0031 大阪市西成区鶴見橋三丁目５番２９号 06-6561-0139 就労継続支援（Ｂ型）

ジョイフルさつき作業所えん 557-0031 大阪市西成区鶴見橋二丁目８番１号 06-4392-8661 就労継続支援（Ｂ型）

あかいとり 557-0031
大阪市西成区鶴見橋三丁目１番２０号
プチビル優美１Ｆ

06-7494-5058 就労継続支援（Ｂ型）

コミュニティキッチン 557-0031 大阪市西成区鶴見橋二丁目１２番２３号 06-6567-0880 就労継続支援（Ｂ型）

ディレイラ 557-0031
大阪市西成区鶴見橋一丁目１番３号　１
階・３階

06-4703-5380 就労継続支援（Ｂ型）

晴れる家 557-0031
大阪市西成区鶴見橋三丁目１番３０号
安田ビル１階

06-7777-1074 就労継続支援（Ｂ型）

ａｌｏｈａ花園町 557-0033 大阪市西成区梅南二丁目４番２７号 06-6655-1027 就労継続支援（Ｂ型）

ライフサポート 557-0034 大阪市西成区松二丁目９番９号 06-4400-1611 就労継続支援（Ｂ型）

まつむし作業所 557-0042 大阪市西成区岸里東一丁目５番２５号 06-6690-0277 就労継続支援（Ｂ型）

ａｒｓ（アルス）（ａｒｓ（アル
ス））

557-0043 大阪市西成区玉出東二丁目2番30号 06-4398-0032 就労継続支援（Ｂ型）

ＲＥ：ワーク　玉出店 557-0043 大阪市西成区玉出東二丁目５番３４号 06-6658-7558 就労継続支援（Ｂ型）

デルニ 557-0044
大阪市西成区玉出中二丁目１６番３号
エトワールヴィラ玉出１０４　１０３

06-4703-5353 就労継続支援（Ｂ型）

そよかぜ 557-0053 大阪市西成区千本北一丁目２番１８号 06-6652-7237 就労継続支援（Ｂ型）

みらいワークセンター 557-0053 大阪市西成区千本北二丁目５番９号 06-7708-3037 就労継続支援（Ｂ型）

はっぴーがーでん 557-0053 大阪市西成区千本北二丁目１７番１号 06-4703-3918 就労継続支援（Ｂ型）

ひだまりの家 557-0055
大阪市西成区千本南一丁目３番１４号
朝日プラザ岸里第１　１０４号

06-6656-1151 就労継続支援（Ｂ型）

アイリー八零八 557-0055 大阪市西成区千本南一丁目１２番１２号 06-7175-3329 就労継続支援（Ｂ型）

総合就労支援福祉施設にしなりＷ
ｉｎｇ

557-0061 大阪市西成区北津守三丁目６番４号 06-4392-8700 就労継続支援（Ｂ型）

ｉ・ワークひまわり 557-0061 大阪市西成区北津守一丁目２番８号 06-6567-0303 就労継続支援（Ｂ型）

おあしす 557-0062 大阪市西成区津守二丁目７番１９号 06-6606-9203 就労継続支援（Ｂ型）

ふれあいの里 557-0063 大阪市西成区南津守一丁目４番４６号 06-6659-2681 就労継続支援（Ｂ型）

株式会社ダイコーアシスト 557-0063 大阪市西成区南津守四丁目４番１２号 06-6657-5090 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所ｗｏｒｋ
ｗｏｒｋ

558-0001
大阪市住吉区大領二丁目２番２６号　ハ
イツ大領１階

06-7896-3006 就労継続支援（Ｂ型）

フェリシア 558-0002
大阪市住吉区長居西二丁目１３番２３号
グランビルド長居１０３号

06-6691-3334 就労継続支援（Ｂ型）

かがやき 558-0004
大阪市住吉区長居東一丁目２５番５号
第３町田マンション１階

06-7708-7270 就労継続支援（Ｂ型）

Ｒｅｌａｉｆ 558-0004
大阪市住吉区長居東四丁目１１番２５号
タケ＆ハルビル第１　８階８０２号

06-6690-0675 就労継続支援（Ｂ型）

リカバリハウスいちご長居 558-0004
大阪市住吉区長居東四丁目６番１５－３
０２号

06-6694-4701 就労継続支援（Ｂ型）

チークプレイス住吉 558-0004
大阪市住吉区長居東四丁目６番１５号
長居パークサイドプラザ２０５－１号室

06-6694-3337 就労継続支援（Ｂ型）

ワンダーフレンズ長居 558-0004
大阪市住吉区長居東四丁目２番２２号
長居東松本ビル２Ｆ

06-6648-1239 就労継続支援（Ｂ型）

Ａｂｏ 558-0013
大阪市住吉区我孫子東二丁目６番２９号
サンシャイン寿３０５号

06-6690-5880 就労継続支援（Ｂ型）

あびこ障がい者福祉共同作業所 558-0014 大阪市住吉区我孫子四丁目１番２０号 06-6691-5577 就労継続支援（Ｂ型）

ステラあびこ 558-0014 大阪市住吉区我孫子四丁目９番１６号 06-6696-8035 就労継続支援（Ｂ型）

はぁとらんど浅香 558-0021 大阪市住吉区浅香一丁目７番１５号 06-4700-0810 就労継続支援（Ｂ型）

ウィル事業所 558-0032
大阪市住吉区遠里小野一丁目７番１９号
ソフィアビル２階

06-6694-1118 就労継続支援（Ｂ型）

-　資106　-



オリーブ就労継続支援Ｂ型事業所 558-0033 大阪市住吉区清水丘二丁目３３番２０号 06-7890-0660 就労継続支援（Ｂ型）

ＨＥＲＯ住吉 558-0033 大阪市住吉区清水丘二丁目４番１６号 06-6569-9526 就労継続支援（Ｂ型）

ノブカン長居 558-0041
大阪市住吉区南住吉二丁目５番１９号
グリーンコート１階店舗

06-6629-8166 就労継続支援（Ｂ型）

ワークショップ　ｋｏｓｅｉ 558-0042 大阪市住吉区殿辻二丁目１番３号２Ｆ 06-6654-8117 就労継続支援（Ｂ型）

ＣＮＣ　Ｊｏｂ‘ｓ 558-0042
大阪市住吉区殿辻二丁目１番３号　エム
ズ殿辻６階

06-4701-5610 就労継続支援（Ｂ型）

多機能型　すみえ 558-0043 大阪市住吉区墨江四丁目１５番２２号 06-6674-1995 就労継続支援（Ｂ型）

ぬくもり 558-0044 大阪市住吉区長峡町６番５号 06-6115-8902 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンター粉浜 558-0051 大阪市住吉区東粉浜二丁目１５番７号 06-6671-3111 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者活動センターオガリ作業
所

558-0054 大阪市住吉区帝塚山東五丁目８番７号 06-6678-7582 就労継続支援（Ｂ型）

住吉総合福祉センター障がい通所
事業部

558-0054 大阪市住吉区帝塚山東五丁目８番３号 06-6678-7582 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　保護猫カフェ
にゃんプチーノ

558-0054 大阪市住吉区帝塚山東一丁目３番２５号 06-6657-7719 就労継続支援（Ｂ型）

ＮＰＯ法人　ありんこの家 559-0001 大阪市住之江区粉浜三丁目１０ー３４ 06-6673-8030 就労継続支援（Ｂ型）

桜井ケアセンター就労継続支援Ｂ
型

559-0004 大阪市住之江区住之江一丁目２番２１号 06-4701-6661 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　珈琲焙煎作業
所ＳＲＭ

559-0004
大阪市住之江区住之江一丁目４番４１号
南一ビル２Ｆ－Ｃ

06-6678-2919 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ａ型Ｂ型　わか 559-0005
大阪市住之江区西住之江二丁目１番１号
２階

06-6675-3689 就労継続支援（Ｂ型）

まんてん就労支援西住之江 559-0005
大阪市住之江区西住之江三丁目１番２１
号　セリザー住之江１Ｆ

06-6672-2000 就労継続支援（Ｂ型）

一般社団法人つながりくらぶ 559-0006
大阪市住之江区浜口西二丁目３番２２号
西川ビル

06-6115-7515 就労継続支援（Ｂ型）

フレンド工房 559-0011
大阪市住之江区北加賀屋一丁目２番１８
号

06-7503-4153 就労継続支援（Ｂ型）

ほほえみ 559-0011
大阪市住之江区北加賀屋一丁目２番３３
号

06-6690-7336 就労継続支援（Ｂ型）

ホイミ堂 559-0011
大阪市住之江区北加賀屋二丁目１２番７
号　２Ｆ

06-6682-1600 就労継続支援（Ｂ型）

ホイミ園 559-0011
大阪市住之江区北加賀屋一丁目９番２号
コーポ吉野屋１Ｆ

06-6654-6022 就労継続支援（Ｂ型）

ウッズブック社 559-0012
大阪市住之江区東加賀屋三丁目１２番１
８号３０３

06-6657-6537 就労継続支援（Ｂ型）

アイリーワークショップ 559-0012
大阪市住之江区東加賀屋四丁目６番１４
号　住吉センタービル１０５号室

06-7165-6446 就労継続支援（Ｂ型）

ぴあどりーむ 559-0013
大阪市住之江区御崎六丁目１番３号　タ
カラビル２階

06-6681-7771 就労継続支援（Ｂ型）

スマイル住之江 559-0013 大阪市住之江区御崎七丁目４番１９号 06-6686-2223 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援福来朗 559-0013 大阪市住之江区御崎七丁目４番２号 06-6627-9995 就労継続支援（Ｂ型）

ホイミＬＡＢＯ 559-0013
大阪市住之江区御崎一丁目２番１１号
１階

06-6655-0335 就労継続支援（Ｂ型）

デザインのたまてばこ 559-0017
大阪市住之江区中加賀屋三丁目１６番２
号

06-6683-6499 就労継続支援（Ｂ型）

ひまわり作業所 559-0022
大阪市住之江区緑木一丁目１番３号　山
本マンション１階

06-6686-5101 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援作業所さくらっ子 559-0025
大阪市住之江区平林南二丁目１番４５号
１、２階

06-6690-7839 就労継続支援（Ｂ型）

ダイナーとき 559-0034
大阪市住之江区南港北二丁目１番１０号
ＡＴＣビル４階Ｐ－１－２

06-4703-2525 就労継続支援（Ｂ型）

多機能事業所あいりー 560-0005 豊中市西緑丘三丁目２１番１１号 06-7508-1088 就労継続支援（Ｂ型）

ハニービージョブＢ型 560-0021
豊中市本町６丁目８番１号　金岡ビル１
Ｆ

06-6398-9500 就労継続支援（Ｂ型）

バムスぴあ 560-0022
豊中市北桜塚三丁目８番２６号　リブレ
北桜塚Ｂ－１０２

06-6850-0447 就労継続支援（Ｂ型）

みとい製作所 560-0024 豊中市末広町三丁目１５番１５号 06-6849-5651 就労継続支援（Ｂ型）

豊泉家チャレンジドセンター豊中 560-0024 豊中市末広町三丁目２番２７号 06-6852-3850 就労継続支援（Ｂ型）

楽 560-0025
豊中市立花町１丁目２番８号　サニーハ
ウス豊中１０２号

06-6845-9123 就労継続支援（Ｂ型）

工房「羅針盤」 560-0052 豊中市春日町三丁目１番４１号 06-6152-4770 就労継続支援（Ｂ型）

佳処宮山 560-0052 豊中市春日町一丁目５番１３号－０４ 06-6857-4884 就労継続支援（Ｂ型）

２ｎｄぷれいす豊中 560-0054
豊中市桜の町７丁目１０番７号　ナポリ
オスカービル４階

06-7777-3128 就労継続支援（Ｂ型）

多機能型事業所ライフハーモニー 560-0055 豊中市柴原町１丁目２－２－１０２ 06-6152-7544 就労継続支援（Ｂ型）

きらら作業所 560-0081 豊中市新千里北町二丁目１９番１号 06-6836-5800 就労継続支援（Ｂ型）

グリーンファーム千里中央 560-0082 豊中市新千里東町１－４－３ 06-6155-1241 就労継続支援（Ｂ型）

ＷｉＤ 560-0085 豊中市上新田１丁目１０番４５号 06-6871-3777 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型たんぽぽ 561-0802 豊中市曽根東町二丁目１２番１１号 06-6152-8438 就労継続支援（Ｂ型）

ロータスアート 561-0803
豊中市城山町三丁目４番１号　ハイツキ
シマ３号館１階

06-6865-1230 就労継続支援（Ｂ型）

第２工房「羅針盤」 561-0808 豊中市原田元町二丁目２５番２１号 06-4865-5525 就労継続支援（Ｂ型）

Ｂ型事業所ほうなん 561-0816 豊中市豊南町西３丁目７番９号 06-6152-5842 就労継続支援（Ｂ型）
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きずな就労支援 561-0817
豊中市浜一丁目２６番１号　サンロード
№１－１０１号

06-6868-9330 就労継続支援（Ｂ型）

ｔｓｕｎａｇｕ 561-0832 豊中市庄内西町三丁目７番３６号 06-6868-9192 就労継続支援（Ｂ型）

ｓａｂｏｔ 561-0832
豊中市庄内西町１丁目１番１号　ドマー
ニオガワ１Ｆ

06-7897-0011 就労継続支援（Ｂ型）

ヴィーナス 561-0834 豊中市庄内栄町１丁目２５番２５号 06-6335-7477 就労継続支援（Ｂ型）

ＮＥＸＴ 561-0834 豊中市庄内栄町４丁目４－１６ 06-7708-4795 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスタイル服部天神 561-0851
豊中市服部元町一丁目９番２０号　ユミ
ヤビル３階西側

06-6842-9288 就労継続支援（Ｂ型）

アイズエン 561-0852
豊中市服部本町一丁目５番１号　カサグ
ランデ服部１０１号室

06-6151-4688 就労継続支援（Ｂ型）

セント・ポプリ 561-0856 豊中市穂積一丁目９番６号 06-6862-1001 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターとよなか 561-0858
豊中市服部西町五丁目１８番５号　プラ
ンビル

06-6862-2219 就労継続支援（Ｂ型）

ゆずりは作業所 561-0861
豊中市東泉丘一丁目５番１号　千里泉ヶ
丘スカイハイツ１０６号室

06-6151-2807 就労継続支援（Ｂ型）

多機能型事業所あすなろ 561-0872 豊中市寺内一丁目１番１０号 06-6866-2945 就労継続支援（Ｂ型）

福祉作業所ゆめ 561-0875
豊中市長興寺北３丁目５番１７号　バア
ダントフラッツ１０７号室

06-7897-0160 就労継続支援（Ｂ型）

ばなな 561-0882 豊中市南桜塚一丁目３－４６ 06-4865-0067 就労継続支援（Ｂ型）

コレーグ 561-0884
豊中市岡町北１丁目５番２１号　ファミ
リーハイツ岡町１０１

06-7506-3729 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者支援施設みずほおおぞら 561-0891 豊中市走井三丁目５番３５号 06-6848-3644 就労継続支援（Ｂ型）

多機能型事業所みらい 561-0894 豊中市勝部二丁目１９番３号 06-6858-6697 就労継続支援（Ｂ型）

ぐりーん＆ぐりーん 562-0001 箕面市箕面四丁目８番３０号 072-725-3455 就労継続支援（Ｂ型）

しょくサポート 562-0001
箕面市箕面六丁目４番４３号ジョイビル
３階

072-734-8932 就労継続支援（Ｂ型）

ハンド・イン・ハンド 562-0003 箕面市西小路三丁目１６番１１号 072-724-3040 就労継続支援（Ｂ型）

ほほえみ 562-0004 箕面市牧落三丁目１５番３５号 072-702-0235 就労継続支援（Ｂ型）

箕面東部自立センターＺＥＲＯの
家

562-0014 箕面市萱野２－２－２８ 072-734-7206 就労継続支援（Ｂ型）

明光ワークス 562-0015 箕面市稲六丁目１５番２６号 072-729-2182 就労継続支援（Ｂ型）

箕面市障害者雇用支援センター 562-0015
箕面市稲１丁目１１番２号　ふれあい就
労支援センター３階

072-723-8801 就労継続支援（Ｂ型）

あっとほーむ 562-0026 箕面市外院三丁目７番３５号 072-730-6950 就労継続支援（Ｂ型）

ＣＯＬＯＲＦＵＬ　からふる 562-0035
箕面市船場東３丁目５番１号コスモビル
２０１号

072-730-0311 就労継続支援（Ｂ型）

いきがいワーク 562-0036 箕面市船場西一丁目１３－２６ 072-735-7407 就労継続支援（Ｂ型）

そよかぜの家 562-0043
箕面市桜井３丁目８番２号　南山閣江口
ビル１０３号・１０４号

072-722-6161 就労継続支援（Ｂ型）

箕面市立あかつき園・ワークセン
ターささゆり

562-0045 箕面市瀬川三丁目３番２１号 072-722-3318 就労継続支援（Ｂ型）

シェスタ 562-0045 箕面市瀬川二丁目５番１４号 072-724-0110 就労継続支援（Ｂ型）

スマイルファーム細河 563-0015 池田市古江町２２４番地１ 072-737-9886 就労継続支援（Ｂ型）

すてっぷ 563-0022 池田市旭丘１丁目１１番１９号東光ビル 072-751-1153 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスペース　さつき 563-0024 池田市鉢塚１丁目２番１号 072-752-5611 就労継続支援（Ｂ型）

楽食ばんまい＆Ｐａｎｅ　Ｓｏｒ
ｒｉｓｏ

563-0024 池田市鉢塚３丁目１５番５Ａ・５Ｂ 072-762-5510 就労継続支援（Ｂ型）

ソシオワーク 563-0025 池田市城南３丁目４番８号 072-752-1970 就労継続支援（Ｂ型）

池田市立くすのき学園 563-0029 池田市五月丘三丁目４番７号 072-753-8558 就労継続支援（Ｂ型）

あいあい 563-0043 池田市神田３丁目２０番１６号 072-750-2250 就労継続支援（Ｂ型）

タイム 563-0047 池田市室町１１－２７ 072-753-7205 就労継続支援（Ｂ型）

アルパカ工房 563-0050 池田市新町６番２号 072-734-8230 就労継続支援（Ｂ型）

グッドサポート 563-0059 池田市西本町６番１７号２０１ 072-774-4602 就労継続支援（Ｂ型）

ひまわり 563-0101 豊能郡豊能町吉川１８７番地の１ 072-733-2305 就労継続支援（Ｂ型）

かめの家 563-0101 豊能郡豊能町吉川３４４―６ 072-736-8586 就労継続支援（Ｂ型）

豊能町立たんぽぽの家 563-0102
豊能郡豊能町ときわ台１丁目１２番地の
５

072-738-5124 就労継続支援（Ｂ型）

すみれ工房 563-0351 豊能郡能勢町栗栖１６６番１ 072-734-3740 就労継続支援（Ｂ型）

夢来人の家 563-0354 豊能郡能勢町片山１番５ 072-734-2586 就労継続支援（Ｂ型）

北摂聴覚障害者センターほくほく 564-0002 吹田市岸部中３丁目１３－４ 06-6387-2015 就労継続支援（Ｂ型）

工房ヒューマン 564-0023
吹田市日の出町９番３号　イマス藤本ビ
ル２階

06-4860-9100 就労継続支援（Ｂ型）

吹田授産場 564-0023 吹田市日の出町７番１５号 06-6382-5938 就労継続支援（Ｂ型）

ドリーマーぷくぷく 564-0025 吹田市南高浜町一番１７－２号 06-6317-0661 就労継続支援（Ｂ型）

あかね共同作業所 564-0025 吹田市南高浜町２１番１７号 06-6383-6219 就労継続支援（Ｂ型）

ほほえみ 564-0028 吹田市昭和町６番９号 06-4860-7822 就労継続支援（Ｂ型）

スーリール 564-0028 吹田市昭和町１番２７号 06-4980-6101 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援センターみち 564-0032
吹田市内本町二丁目２番５号　旭トゥー
レ

06-6319-7831 就労継続支援（Ｂ型）

コミキャン就労総合センター 564-0036 吹田市寿町一丁目６番１０号 06-6317-1250 就労継続支援（Ｂ型）
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あかり 564-0044
吹田市南金田一丁目４番１１号　寿恵広
マンション１０２号

06-7897-9978 就労継続支援（Ｂ型）

ハミガキ広場 564-0044
吹田市南金田一丁目２番２０号　マイト
リーハイム２０２号・３０１号

06-4981-6621 就労継続支援（Ｂ型）

たいよう 564-0044 吹田市南金田二丁目８番５号 06-6192-9620 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援事業所フレイ 564-0045 吹田市金田町５番３９号 06-6155-8806 就労継続支援（Ｂ型）

ステップ 564-0054 吹田市芳野町８－４ 06-6330-8840 就労継続支援（Ｂ型）

さつき障害者作業所 564-0072 吹田市出口町１９番１号 06-6389-0606 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターくすの木 565-0836 吹田市佐井寺３丁目３－１ 06-6378-9770 就労継続支援（Ｂ型）

遊ゆうかぼちゃのお家 565-0855 吹田市佐竹台二丁目５番３号 06-6872-3318 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンター千里 565-0874 吹田市古江台六丁目２番５号 06-6831-2862 就労継続支援（Ｂ型）

第二かぼちゃのお家 565-0874 吹田市古江台２丁目１０番１３号 06-6872-6233 就労継続支援（Ｂ型）

サフラン 565-0875 吹田市青山台２丁目１番９号 06-6873-2178 就労継続支援（Ｂ型）

バクのパン屋さん 566-0012 摂津市庄屋二丁目１番５０号 06-6369-7845 就労継続支援（Ｂ型）

ハッピーワールド 566-0025 摂津市東正雀４番２２号 06-6382-0210 就労継続支援（Ｂ型）

ぽっぽフォーラム 566-0043 摂津市一津屋三丁目６番２号１階 06-6829-3777 就労継続支援（Ｂ型）

摂津市立ひびきはばたき園 566-0062 摂津市鳥飼上五丁目２番８号 072-653-1212 就労継続支援（Ｂ型）

幸の家 566-0062 摂津市鳥飼上三丁目１４番１８号 072-665-8800 就労継続支援（Ｂ型）

アットワーク 566-0063
摂津市鳥飼銘木町１８番４号　エーデル
ホルツ弐四－１０４

072-646-5035 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者支援事業　白鷺園まこと
そら

566-0064 摂津市鳥飼中一丁目１９番９号 072-654-5094 就労継続支援（Ｂ型）

幸の夢 566-0071 摂津市鳥飼下三丁目1番4号 072-657-7779 就労継続支援（Ｂ型）

出藍荘 567-0012 茨木市東太田一丁目４番３９号 072-627-1901 就労継続支援（Ｂ型）

西河原コミュニティキャンパス 567-0015 茨木市西太田町３番１８号 072-624-1234 就労継続支援（Ｂ型）

あおい 567-0021 茨木市三島丘二丁目１２番７号 072-697-8660 就労継続支援（Ｂ型）

ファーム大岩の杜 567-0022 茨木市三島町１番１０号 072-625-8070 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　えーるＷｏｒ
ｋｓ

567-0025
茨木市田中町１番２１号　ビスタ茨木
パーク１０１

070-7511-3334 就労継続支援（Ｂ型）

ちいきひろばサン 567-0031 茨木市春日一丁目８番２４号 072-626-3813 就労継続支援（Ｂ型）

茨木市立障害者就労支援センター
かしの木園

567-0031 茨木市春日一丁目１５番２２号 072-626-5910 就労継続支援（Ｂ型）

茨木ワークプレイス 567-0031
茨木市春日一丁目４番１３号　明日香ビ
ル４０１号室

072-648-7616 就労継続支援（Ｂ型）

ＨＩＫＡＲＩＳ茨木事業所 567-0032
茨木市西駅前町１３－２１　ローズヒル
２Ｆ

072-697-8110 就労継続支援（Ｂ型）

ゆめいろは 567-0032
茨木市西駅前町４　メゾン茨木５２４号
室

080-8329-7772 就労継続支援（Ｂ型）

ゆうあいさろんせせらぎ 567-0035 茨木市見付山一丁目１番１９号 072-623-5801 就労継続支援（Ｂ型）

穂積園 567-0036 茨木市上穂積四丁目３番７号の３ 072-626-0015 就労継続支援（Ｂ型）

７ｓｔｙｌｅ 567-0041 茨木市下穂積二丁目４番３２号 072-647-8807 就労継続支援（Ｂ型）

ブラウンハウス春日丘 567-0046
茨木市南春日丘一丁目１５番４号　サン
シャイン茨木パートⅡ２０１号室

075-744-0663 就労継続支援（Ｂ型）

Ｗｏｒｋｓｔｙｌｅあゆむみらい
へ

567-0057 茨木市豊川三丁目３番２４号 072-643-6612 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援センターオンワーク 567-0801 茨木市総持寺一丁目４番１号 072-621-7318 就労継続支援（Ｂ型）

くらしといきがい・にじ 567-0813
茨木市大住町２番５号　ジャンティ茨木
２０３号

072-623-5903 就労継続支援（Ｂ型）

わかあゆ 567-0818 茨木市本町１番１９号 072-625-9631 就労継続支援（Ｂ型）

なないろＷｏｒｋｓ 567-0818
茨木市本町６番１３号　マプログレイス
Ⅱ１階

072-648-5471 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所ベアーズ 567-0826
茨木市大池一丁目１４番２３号ハーモ
ニー大池１０１

072-658-8920 就労継続支援（Ｂ型）

すずらん　アニメーションスタジ
オ

567-0828
茨木市舟木町５番１４号　ＹＮビル４
階・５階

072-665-7245 就労継続支援（Ｂ型）

第２とんぼ作業所 567-0831
茨木市鮎川四丁目１９番１４号　メゾー
ネ茨木１階

072-632-8405 就労継続支援（Ｂ型）

音翅 567-0831
茨木市鮎川五丁目５番５号　ＭＪビル２
階

072-657-1500 就労継続支援（Ｂ型）

エンジョイ・ラボ 567-0831 茨木市鮎川二丁目１３番１号 072-634-8828 就労継続支援（Ｂ型）

マイウェイいばらきワークきらり 567-0838 茨木市東野々宮町１０番２９号 072-635-2940 就労継続支援（Ｂ型）

たゆたう 567-0843
茨木市星見町１７番２４号　シンフォニ
ア星見１階

072-630-2034 就労継続支援（Ｂ型）

若園支援センター 567-0851 茨木市真砂三丁目１８番２０号 072-628-6124 就労継続支援（Ｂ型）

グリーン 567-0851
茨木市真砂一丁目１３番３０号　ドゥ茨
木１０１

090-6603-3286 就労継続支援（Ｂ型）

おしごとひろば　えん 567-0852 茨木市小柳町１７－２７ 072-652-7165 就労継続支援（Ｂ型）

ｓｅｌｆ－Ａ・アムール 567-0852
茨木市小柳町１３番１７号　ヘラルダー
９０　１階

072-633-1111 就労継続支援（Ｂ型）

ディアフレンズ 567-0853 茨木市宮島二丁目２番３７号 072-652-5003 就労継続支援（Ｂ型）

ワークステージ 567-0865 茨木市横江二丁目８番４３号１Ｂ 072-646-8795 就労継続支援（Ｂ型）

ハーモニー 567-0882 茨木市元町３番５号 072-620-6463 就労継続支援（Ｂ型）
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福祉ネイルスペースＰｅｔａｌ 567-0883
茨木市大手町９－２６　吉川ビル２Ａ号
室

072-648-7713 就労継続支援（Ｂ型）

わーくべーす 567-0888 茨木市駅前三丁目７番１４号 072-648-7424 就労継続支援（Ｂ型）

地域生活総合支援センターあい 567-0895 茨木市玉櫛二丁目５番８号 072-636-8817 就労継続支援（Ｂ型）

サンライズ 568-0097 茨木市大字泉原３７番地７ 072-649-1110 就労継続支援（Ｂ型）

にじ 569-0022
高槻市須賀町４８－９　高槻コートパッ
ション１階

072-647-7345 就労継続支援（Ｂ型）

バイアスカンパニー 569-0054 高槻市若松町７番地５号　栄ビル２階 072-676-3409 就労継続支援（Ｂ型）

わたぼうし高槻 569-0056 高槻市城南町三丁目１５番３号 072-676-7310 就労継続支援（Ｂ型）

総合支援センターさくら 569-0062 高槻市下田部町２丁目７６番３号 072-648-4803 就労継続支援（Ｂ型）

ＬａＬａ－ｃｈｏｃｏｌａｔ　Ｔ
ＡＫＡＴＳＵＫＩ

569-0071 高槻市城北町２丁目１３－２ 072-668-5055 就労継続支援（Ｂ型）

ふれ愛たかつき 569-0071
高槻市城北町２丁目１番１８号　エミル
高槻２階

072-675-0800 就労継続支援（Ｂ型）

すずらんアニメーションスタジオ
高槻

569-0072
高槻市京口町１０番１７号　ＨＡＫＵＡ
ビル３階

072-668-5970 就労継続支援（Ｂ型）

カラフル高槻 569-0077
高槻市野見町２－５２　第１ニシマン
ション１０１号室

072-668-1333 就労継続支援（Ｂ型）

Ｌｕｎａ 569-0803
高槻市高槻町１５番２号　唐崎屋ビル４
階

072-690-7719 就労継続支援（Ｂ型）

支援センターはな 569-0803
高槻市高槻町４－３　高槻サタリービル
４Ｆ

072-668-1511 就労継続支援（Ｂ型）

なちゅら 569-0811 高槻市東五百住町一丁目３８番１３号 072-661-7019 就労継続支援（Ｂ型）

カフェコモンズ 569-0814
高槻市富田町一丁目１３番１号　ウエス
トビル５階

072-694-3607 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスポット 569-0814 高槻市富田町２丁目１１－２２ 072-696-4484 就労継続支援（Ｂ型）

ワークショップＷｉｔｈ 569-0814 高槻市富田町一丁目２９番７号 072-693-4867 就労継続支援（Ｂ型）

ジョブピット 569-0814
高槻市富田町一丁目１３番１号　ウエス
トビル２階

072-692-0010 就労継続支援（Ｂ型）

ｆＬｉｏｎ 569-0814
高槻市富田町一丁目１３番２５号　プラ
ザ富田２００２号室

072-668-1777 就労継続支援（Ｂ型）

芝生事業所 569-0823 高槻市芝生町一丁目２番３号 072-677-5647 就労継続支援（Ｂ型）

ほっとショップ青空 569-0823
高槻市芝生町四丁目２番１号　メイゾン
南高槻２０８号室

072-678-0666 就労継続支援（Ｂ型）

あすてる 569-0825 高槻市栄町４－２２－２１ 072-668-3217 就労継続支援（Ｂ型）

やまと茶房 569-0826
高槻市寿町二丁目２番７号　栄電社ビル
２０１号

072-694-6772 就労継続支援（Ｂ型）

おしごと工房ぱれっと 569-1034 高槻市大蔵司二丁目５２番１１号 072-687-3565 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　ＫＡＮＡＵ 569-1041 高槻市奈佐原４丁目１０番１号 072-693-1881 就労継続支援（Ｂ型）

やまびこ園 569-1103 高槻市山手町二丁目２番１号 072-681-5811 就労継続支援（Ｂ型）

第３共働舎花の会 569-1123 高槻市芥川町２－２５－５ 072-681-6344 就労継続支援（Ｂ型）

芥川事業所 569-1123 高槻市芥川町二丁目２５番５号 072-646-8851 就労継続支援（Ｂ型）

高槻地域生活総合支援センターぷ
れいすＢｅ

569-1131 高槻市郡家本町５番２号 072-681-4700 就労継続支援（Ｂ型）

守口障害者支援センターひだまり 570-0002 守口市佐太中町七丁目５番５号 06-6136-6751 就労継続支援（Ｂ型）

グリーンファーム守口 570-0002 守口市佐太中町六丁目１７番３４号 06-6780-3188 就労継続支援（Ｂ型）

ＧＯＯＤＹ大日 570-0003 守口市大日町二丁目２２番１号 06-6916-7800 就労継続支援（Ｂ型）

ララ大日 570-0003 守口市大日町三丁目24番１号 06-6967-8921 就労継続支援（Ｂ型）

スペース遊 570-0008 守口市八雲北町三丁目３５番１１号 06-6993-4435 就労継続支援（Ｂ型）

ヒロタ製作所 570-0008 守口市八雲北町三丁目２０番１２号 06-6998-6977 就労継続支援（Ｂ型）

桜の園 570-0008 守口市八雲北町三丁目39番8号 06-6992-0697 就労継続支援（Ｂ型）

スプラウト 570-0008
守口市八雲北町二丁目５番１２号　リビ
ングアイランドⅡ

06-7163-5508 就労継続支援（Ｂ型）

ともいき工房守口金田ホーム 570-0011 守口市金田町一丁目８番７号 06-6901-0556 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援ようき・すなお第１ 570-0032 守口市菊水通二丁目１４番４号 06-6993-5343 就労継続支援（Ｂ型）

すみれカンパニー 570-0034 守口市西郷通二丁目16番８号 06-6993-6960 就労継続支援（Ｂ型）

医療法人西浦会就労支援事業所く
らし工房けいはん

570-0036 守口市大枝東町１４番２１号 06-6998-1811 就労継続支援（Ｂ型）

アルジス 570-0048 守口市寺方本通三丁目５番６号 06-4304-4212 就労継続支援（Ｂ型）

あしたば事業所 570-0053 守口市高瀬町四丁目９番５号 06-6995-5550 就労継続支援（Ｂ型）

あさつゆ 570-0056
守口市寺内町二丁目７番５号　荒萬ビル
２０１号

06-6997-6002 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスペース土居 570-0062 守口市馬場町一丁目５番１８号　２階 06-6439-8080 就労継続支援（Ｂ型）

うぃず滝井 570-0076 守口市滝井西町三丁目５番１２号 06-6996-1803 就労継続支援（Ｂ型）

太子橋滝井事業所 570-0078 守口市平代町１２番４号 06-7173-8526 就労継続支援（Ｂ型）

うぃず守口 570-0079 守口市金下町一丁目６番１０号 06-6996-1715 就労継続支援（Ｂ型）

まんまる 570-0082 守口市豊秀町一丁目７番１３号 06-6993-3931 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援　ようき・すなお第
２

570-0082
守口市豊秀町一丁目１番１５号　渡壁ビ
ル１階

06-6115-5632 就労継続支援（Ｂ型）

仲間の家たけのこ 571-0002 門真市岸和田三丁目３８番１８号 072-881-8355 就労継続支援（Ｂ型）
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ワーク支援センター光明 571-0009
門真市下馬伏町１番２３号　奥村産業ビ
ル１階

072-812-5172 就労継続支援（Ｂ型）

ジェイ・エスステージＢ 571-0013 門真市千石東町二丁目５番７号 072-884-0152 就労継続支援（Ｂ型）

障セ・ウィタン 571-0015 門真市三ツ島６丁目２３番９号 072-885-2894 就労継続支援（Ｂ型）

アースファーム 571-0015 門真市三ツ島５－１－１２ 072-813-5155 就労継続支援（Ｂ型）

パロット 571-0021 門真市舟田町２７番３２号 072-887-6161 就労継続支援（Ｂ型）

かすみそう 571-0030
門真市末広町４０番１号　古川橋ＭＫビ
ル４階

06-6909-5570 就労継続支援（Ｂ型）

ひだまり 571-0032
門真市寿町２０番２７号エーデルビュー
ロ４０１

06-6195-1326 就労継続支援（Ｂ型）

グレース工房 571-0034 門真市東田町１２番１号 06-6908-5980 就労継続支援（Ｂ型）

こもれび 571-0041 門真市柳町16番8号 06-6907-5160 就労継続支援（Ｂ型）

ジョブハウスくすの木 571-0041
門真市柳町１番１８号　菊岡マンション
１０３号

06-7897-7050 就労継続支援（Ｂ型）

一般社団法人ワーク・サポート・
センター

571-0042 門真市深田町１番６－１０１・１０２号 06-7171-1543 就労継続支援（Ｂ型）

アップルツリー 571-0047
門真市栄町２９番１２号　コンパクトオ
フィス栄町左２号室

06-6901-8812 就労継続支援（Ｂ型）

サニーデイ 571-0048 門真市新橋町17番8号　ライズビル1階 06-6900-2503 就労継続支援（Ｂ型）

くろーばー事業所 571-0048 門真市新橋町２５番１５号右２ 06-4304-4267 就労継続支援（Ｂ型）

アイ・ｉ 571-0053 門真市泉町１番２４号 06-6900-5641 就労継続支援（Ｂ型）

ホワイトハウス 571-0062
門真市宮野町６番６号　大和田ノースマ
ンション１０Ｂ・２０２

072-883-7511 就労継続支援（Ｂ型）

ヒマワリホーム 571-0066 門真市幸福町２１番５号 06-6902-7808 就労継続支援（Ｂ型）

ルージュ作業所 571-0066 門真市幸福町２５番１５号 06-6903-2878 就労継続支援（Ｂ型）

マンボウと海がめ 571-0066 門真市幸福町２０番１４号 06-4397-7778 就労継続支援（Ｂ型）

わーくすあさがお 571-0066
門真市幸福町２０番３号ヤマセイ幸福町
ビル２階

06-6991-8678 就労継続支援（Ｂ型）

ぷらすファーム 571-0066 門真市幸福町２８番１９号－１ 06-6916-5080 就労継続支援（Ｂ型）

ミラル 571-0067 門真市石原町２９番１５号 06-6991-8056 就労継続支援（Ｂ型）

北河内障がい者就労支援センター
キャリアデベロップメント

571-0079 門真市野里町８番１号３Ｆ 072-814-6311 就労継続支援（Ｂ型）

パゴダの丘作業所合掌園 572-0002 寝屋川市成田東が丘２８番７号 072-835-2800 就労継続支援（Ｂ型）

クラフトラボ寝屋川 572-0026 寝屋川市石津中町３７番　７号 072-829-9951 就労継続支援（Ｂ型）

サニーテラス 572-0032 寝屋川市北大利町４－６　川口ビル 072-800-5261 就労継続支援（Ｂ型）

チャレンジドセンターつばさ 572-0039 寝屋川市池田二丁目９番１５号 072-830-3331 就労継続支援（Ｂ型）

ハンドビジネスセンター 572-0051 寝屋川市高柳六丁目１３番１４号 072-826-3515 就労継続支援（Ｂ型）

おはなの作業所 572-0051 寝屋川市高柳２丁目２１－１ 072-813-0875 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援Ｂ型ハイジ 572-0062 寝屋川市高柳栄町６番２号 072-827-1111 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスペースみのり 572-0071 寝屋川市豊里町２９番１１号 072-813-9244 就労継続支援（Ｂ型）

みつわファクトリー 572-0075 寝屋川市葛原一丁目２７－２０ 072-838-7085 就労継続支援（Ｂ型）

グッドパートナーしめの 572-0077 寝屋川市点野三丁目３０番４号 072-812-6633 就労継続支援（Ｂ型）

Ｎｅｘｔ　Ｂａｓｅ 572-0077 寝屋川市点野５丁目４番３２号 072-803-8717 就労継続支援（Ｂ型）

ＹＣＣカレッジ 572-0080
寝屋川市香里北之町３－２０メゾンイン
香里１階

072-831-1156 就労継続支援（Ｂ型）

ＹＣＣスタジオ 572-0086
寝屋川市松屋町４番１号セゾンド香里１
階

072-831-2688 就労継続支援（Ｂ型）

作業所りんの 572-0811 寝屋川市楠根南町２２番１号 072-813-9180 就労継続支援（Ｂ型）

たつき福祉作業所 572-0825 寝屋川市萱島南町８番２０号１０２ 072-820-1144 就労継続支援（Ｂ型）

わかば 572-0829
寝屋川市萱島信和町２１番２５号　萱島
駅前ビル１階

072-839-0707 就労継続支援（Ｂ型）

みつわ会寝屋川製作所 572-0832 寝屋川市本町５番４１号 072-825-1634 就労継続支援（Ｂ型）

ＭｉＫＡＣＨＵ．ｃｏｂｏ 572-0837 寝屋川市早子町１９番５号 072-842-2281 就労継続支援（Ｂ型）

アシスト 572-0837 寝屋川市早子町１８番４号２Ｆ 072-820-2100 就労継続支援（Ｂ型）

さくらの作業所 572-0838 寝屋川市八坂町２７－２ 072-813-7985 就労継続支援（Ｂ型）

ひまわり作業所 572-0839 寝屋川市平池町２２番８－１０２ 072-826-6048 就労継続支援（Ｂ型）

クレアーレ 572-0839 寝屋川市平池町１３番８号 072-828-8217 就労継続支援（Ｂ型）

はたのさと 572-0848 寝屋川市秦町２９番４号 072-823-2230 就労継続支援（Ｂ型）

すばる・北斗福祉作業所 572-0853 寝屋川市大谷町７番１号 072-824-4664 就労継続支援（Ｂ型）

オレンジの森（ハートリー） 572-0853 寝屋川市大谷町１２番３号 072-828-4001 就労継続支援（Ｂ型）

ネヤハイム 572-0853 寝屋川市大谷町７－３ 072-800-5210 就労継続支援（Ｂ型）

小路北町作業所 572-0866 寝屋川市小路南町１６番６７号 072-813-4119 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援センターきのこ 572-0866 寝屋川市小路南町２０番８号 072-820-5577 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援センターアクア 572-0867 寝屋川市高宮あさひ丘２５番１３号 072-800-5513 就労継続支援（Ｂ型）

しらかばの郷 573-0002
枚方市出屋敷元町一丁目４５番５号
パークサイドスクエア１０１号

072-849-9090 就労継続支援（Ｂ型）

出屋敷の里 573-0003 枚方市出屋敷西町二丁目２０番８号 072-848-2611 就労継続支援（Ｂ型）

やなぎ工房 573-0007 枚方市堂山一丁目44番10号 072-848-1339 就労継続支援（Ｂ型）

障害者労働センター 573-0011 枚方市中宮山戸町１０番１２－１０２号 072-848-0508 就労継続支援（Ｂ型）
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ハウスゆう 573-0011 枚方市中宮山戸町７番２３号 072-848-7640 就労継続支援（Ｂ型）

えーねん 573-0021 枚方市中宮西之町３番２０号 072-395-4652 就労継続支援（Ｂ型）

さくら事業所 573-0022 枚方市宮之阪三丁目６番３号１０１ 072-847-5029 就労継続支援（Ｂ型）

クオリア枚方 573-0022 枚方市宮之阪一丁目２２番１０号２Ｆ 072-805-3177 就労継続支援（Ｂ型）

リコリス 573-0022 枚方市宮之阪二丁目１４番２１号 080-2404-7336 就労継続支援（Ｂ型）

Ｍｏｏｎ 573-0027
枚方市大垣内町三丁目１１－４１　サン
グレイス泉１０３

072-804-3045 就労継続支援（Ｂ型）

すずらんアニメーションスタジオ
枚方

573-0032
枚方市岡東町１８番１５号　キューブ枚
方駅前４階－Ｂ

072-841-8915 就労継続支援（Ｂ型）

ぱうんどケーキ村 573-0047 枚方市山之上四丁目５番４号 072-841-1515 就労継続支援（Ｂ型）

キッズ枚方コミュニケーションズ 573-0057 枚方市堤町２番１－１０３号 072-861-6360 就労継続支援（Ｂ型）

あ～とはうす 573-0064
枚方市北中振３丁目１８番１５号　ダイ
ケンビル光善寺１０１号室

072-835-3080 就労継続支援（Ｂ型）

すずらんＷＯＲＫＳ 573-0093
枚方市東中振二丁目１１番１２号　ロー
ズマンション‘８８　２Ｆ１０３

072-802-3207 就労継続支援（Ｂ型）

リベラルワークス 573-0094 枚方市南中振一丁目１番２８号 070-4088-5712 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援作業所青い鳥 573-0102 枚方市長尾家具町一丁目４－１８ 072-800-1436 就労継続支援（Ｂ型）

ミルキーウェイ 573-0103 枚方市長尾荒阪一丁目２８２７番７ 072-867-5690 就労継続支援（Ｂ型）

ぱぴるす 573-0112 枚方市大字尊延寺２２００番地 072-859-0245 就労継続支援（Ｂ型）

とくふうホーム 573-0112 枚方市大字尊延寺４５９２番２４ 072-858-4058 就労継続支援（Ｂ型）

パインスター 573-0117 枚方市大字杉４６０７番７４号 072-896-0301 就労継続支援（Ｂ型）

ＮＰＯ法人夢桜ホーム 573-0128 枚方市津田山手二丁目１８番１号 072-808-3322 就労継続支援（Ｂ型）

ＺＥＲＯ 573-0145 枚方市大峰南町１４番１９号 072-859-4169 就労継続支援（Ｂ型）

心学塾作業所 573-0146 枚方市大峰元町一丁目２１番５号 072-859-9194 就労継続支援（Ｂ型）

アトラクト 573-0153
枚方市藤阪東町四丁目６番５号　パーク
ヒルズ５０１号

072-845-5541 就労継続支援（Ｂ型）

セルプわらしべ 573-0154 枚方市王仁公園２番２号 072-858-1425 就労継続支援（Ｂ型）

マイウェイひらかたワーク草笛 573-0155 枚方市藤阪天神町３番１号 072-808-2031 就労継続支援（Ｂ型）

あゆみ歩 573-0163
枚方市長尾元町五丁目２１番６号　長栄
ビル３階

072-836-0888 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援センターあんず 573-1106 枚方市町楠葉１丁目１２番３－１０１号 072-851-6606 就労継続支援（Ｂ型）

スマイルジョブくずは 573-1106
枚方市町楠葉一丁目３番９号　ＳＧビル
３階

072-807-6265 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援センターあんず中町 573-1107 枚方市楠葉中町３７番１６号 072-866-3303 就労継続支援（Ｂ型）

晴れる家喫茶 573-1142
枚方市牧野下島町２番８号　竹島ビル１
０１

072-808-8704 就労継続支援（Ｂ型）

サンスクエア 573-1146
枚方市牧野阪一丁目２３番１９－１０３
号

072-855-2211 就労継続支援（Ｂ型）

わお 573-1146
枚方市牧野阪２－７－３６　丸天ビル１
階

072-845-4360 就労継続支援（Ｂ型）

ワークショップちゃぶ 573-1161 枚方市交北二丁目７番１５号 072-809-0118 就労継続支援（Ｂ型）

クッキー工房おれんじはうす 573-1161 枚方市交北三丁目３番１０号 072-856-8378 就労継続支援（Ｂ型）

パン工房ラビット 573-1164 枚方市須山町６０番１２号 072-847-3344 就労継続支援（Ｂ型）

ウイールズ 573-1168 枚方市甲斐田東町２８番５号 072-396-9030 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者複合施設いそしまカーム 573-1188 枚方市磯島北町２９番１５号 072-849-1000 就労継続支援（Ｂ型）

福祉の店あすか 573-1192 枚方市西禁野一丁目３番１８－１０１号 072-848-9929 就労継続支援（Ｂ型）

でこぼこパートナーｂｕｍｐｙ 574-0003 大東市明美の里町１６番２９号 072-877-8055 就労継続支援（Ｂ型）

ゆいまーる 574-0004 大東市南楠の里町９番１１号 072-392-1367 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者支援施設みどりの里 574-0011 大東市北条六丁目２２３０番地の２ 072-803-2946 就労継続支援（Ｂ型）

フットプロダクツ 574-0011
大東市北条七丁目１番１号　グリーンハ
イツ山本

072-876-1310 就労継続支援（Ｂ型）

福祉わんど 574-0014 大東市寺川三丁目１番２７号 072-800-8501 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスペースいろは 574-0015 大東市野崎二丁目３番７号 072-812-3100 就労継続支援（Ｂ型）

グローリーワーク大東 574-0017 大東市南楠の里町１６番６号 072-862-0417 就労継続支援（Ｂ型）

コスモス住道 574-0026 大東市住道一丁目１番９号 072-870-7410 就労継続支援（Ｂ型）

ワーク支援センター光翔 574-0032
大東市栄和町２番１５号プチロワイヤル
１０１

072-814-8450 就労継続支援（Ｂ型）

ころぼっくる 574-0034
大東市朋来１丁目２１番１３号　山正ビ
ル２Ｆ

072-813-3108 就労継続支援（Ｂ型）

支援センターさくら 574-0036 大東市末広町１５番６号 072-871-0030 就労継続支援（Ｂ型）

ハートフル大東（いちばん星） 574-0045 大東市太子田一丁目１２番３１号 072-877-1055 就労継続支援（Ｂ型）

ワークリブ 574-0046 大東市赤井二丁目１９番２１号 072-803-7191 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　スターラボ 574-0046
大東市赤井一丁目３番２２号　住道はり
まやビル３階Ａ室

090-6559-2558 就労継続支援（Ｂ型）

コスモス御領 574-0064 大東市御領三丁目１６番１５号 072-871-0265 就労継続支援（Ｂ型）

ワークボックス大東 574-0072
大東市深野三丁目２８番３号　アクティ
ブ・スクエア・大東３Ｆ

072-871-0999 就労継続支援（Ｂ型）

青い鳥工房 574-0077 大東市三箇六丁目１６番２０号 072-871-4653 就労継続支援（Ｂ型）

ジョイフルるうてる 575-0002 四條畷市岡山五丁目１９番２０号 072-878-9371 就労継続支援（Ｂ型）

おれんじぃベーカリー 575-0002 四條畷市岡山三丁目２番３４号 072-879-0227 就労継続支援（Ｂ型）
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グリーンファーム私の太陽農園 575-0011 四條畷市大字逢阪４７９番地４ 072-863-2121 就労継続支援（Ｂ型）

絆 575-0012 四條畷市下田原１１０３番地の１ 0743-85-4895 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者施設ちよの里 575-0043 四條畷市北出町１８番２４号 072-876-0014 就労継続支援（Ｂ型）

夢丸工房 575-0051 四條畷市中野本町３番３２号 072-878-5739 就労継続支援（Ｂ型）

さつき園 575-0052 四條畷市中野一丁目１番２０号 072-879-7458 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスペースいいな 576-0016 交野市星田六丁目１番２０号 072-893-1717 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスペースだんだん 576-0016 交野市星田四丁目３４番２２号 072-896-5231 就労継続支援（Ｂ型）

紙好き交流センター　ひかり 576-0016 交野市星田五丁目２２番３号 072-893-9620 就労継続支援（Ｂ型）

ミルキーウェイ 576-0034 交野市天野が原町二丁目１４番２０号 072-893-9592 就労継続支援（Ｂ型）

Ｃａｆｅスタッキー 576-0034
交野市天野が原五丁目５番１号　ゆうゆ
うセンター１階

072-845-5773 就労継続支援（Ｂ型）

ｈｕｇｈｕｇ交野 576-0052 交野市私部一丁目３６番１９号 072-845-6235 就労継続支援（Ｂ型）

交野自立センター 576-0063 交野市寺四丁目５９０番地の１ 072-893-4523 就労継続支援（Ｂ型）

交野自立センター通所部 576-0063 交野市寺四丁目５９０番地の１ 072-893-1156 就労継続支援（Ｂ型）

ワークハウスやわらぎ 576-0063 交野市寺四丁目５９０番地の１ 072-892-6671 就労継続支援（Ｂ型）

メタル工房夢 577-0006 東大阪市楠根二丁目８番３４号 06-6747-5231 就労継続支援（Ｂ型）

Ｂｅａｕｔｙ　Ｆａｃｔｏｒｙ 577-0007 東大阪市稲田本町三丁目２１番７号 06-4307-3880 就労継続支援（Ｂ型）

ナチュラル　スマイリング　フェ
イス

577-0011 東大阪市荒本北一丁目７番１６号 06-6224-4114 就労継続支援（Ｂ型）

Ｗｉｎ－Ｗｉｎ 577-0012 東大阪市長田東三丁目５番１９号 06-6743-1100 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援事業所こころ 577-0022
東大阪市荒本新町２－２６　中野ビル２
階

06-4307-5569 就労継続支援（Ｂ型）

ＯＭＮＩＢＵＳ　ＲＯＡＳＴＥＲ
Ｓ　ＴＯＫＹＯ

577-0023
東大阪市荒本二丁目１８番２２号　Ａ号
室

06-6748-0861 就労継続支援（Ｂ型）

障害就労センター　アースグリー
ン

577-0024 東大阪市荒本西三丁目２番８号 06-6618-9848 就労継続支援（Ｂ型）

とうふく東テック 577-0024 東大阪市荒本西三丁目１番２０号 06-6782-1019 就労継続支援（Ｂ型）

ワンハート 577-0027 東大阪市新家中町５番３５号 06-6785-3522 就労継続支援（Ｂ型）

アドバンス 577-0034 東大阪市御厨南二丁目６番２２号 06-6781-1197 就労継続支援（Ｂ型）

３Ｓ 577-0048 東大阪市西堤西２番２５号 06-6787-9200 就労継続支援（Ｂ型）

青年の自立支援センターゆう 577-0054
東大阪市高井田元町二丁目４番６号　岸
田興産ビル

06-6787-2008 就労継続支援（Ｂ型）

リーブセンターひびき 577-0055 東大阪市長栄寺１０番２号 06-6782-9522 就労継続支援（Ｂ型）

ＪＤファクトリー 577-0056
東大阪市長堂三丁目２２番２２号　ロイ
ヤルソフトセンタービル１階

06-6784-7970 就労継続支援（Ｂ型）

就労支援事業所フリー 577-0056
東大阪市長堂一丁目２番２０号　陣内興
産ビル３階

06-6753-8111 就労継続支援（Ｂ型）

スタジオパッソ 577-0057 東大阪市足代新町１４番１７号 06-4308-8833 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所ＪＯＹＵ
Ｓ

577-0061 東大阪市森河内西二丁目２５番９号 050-3578-8579 就労継続支援（Ｂ型）

サンアール 577-0063 東大阪市川俣一丁目７番３０号 06-6736-5127 就労継続支援（Ｂ型）

ハイワークひびき 577-0065 東大阪市高井田中一丁目８番１４号 06-6618-1147 就労継続支援（Ｂ型）

さくら福祉作業所 577-0801
東大阪市小阪二丁目１１番１１号　ビク
トワール小阪１階

06-6784-0525 就労継続支援（Ｂ型）

ぱすてる 577-0801 東大阪市小阪二丁目５番２３号 06-6784-2526 就労継続支援（Ｂ型）

スマイルプラス 577-0801
東大阪市小阪二丁目５番１０号　ＢＦレ
ジデンス小阪２階

06-6753-8683 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型オリーブ 577-0802
東大阪市小阪本町一丁目２番８号　小阪
ビル４階１号

06-6730-7367 就労継続支援（Ｂ型）

ハートファミリー 577-0804
東大阪市中小阪一丁目８番１８号　Ｋｃ
ｏｕｒｔＮａｋａｋｏｓａｋａ１階

06-6725-2351 就労継続支援（Ｂ型）

布施若草園 577-0804 東大阪市中小阪四丁目７番４７号 06-6723-5757 就労継続支援（Ｂ型）

ＩＮＯ 577-0807
東大阪市菱屋西二丁目２番１７号　仁科
ビル　１階

06-4307-5788 就労継続支援（Ｂ型）

ノーサイド　つくるん 577-0808 東大阪市横沼町一丁目４番１５号 06-6736-1515 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援事業所こころⅡ 577-0808
東大阪市横沼町三丁目３番３号　レジデ
ンス双和１階

06-6730-6701 就労継続支援（Ｂ型）

ファーストステップ東大阪 577-0808
東大阪市横沼町一丁目１４番１７号　マ
ンシオン９９　１０１号室

06-6728-3377 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターひびき 577-0809 東大阪市永和三丁目１０番１５号 06-6727-5470 就労継続支援（Ｂ型）

ツナグ工房／ツナグ茶房 577-0809
東大阪市永和一丁目２５番１号　Ｃｅｌ
ｅｂ布施東１階１０２号室

06-6785-7488 就労継続支援（Ｂ型）

支援センターつなぐの 577-0809
東大阪市永和一丁目２４番２号　幸永マ
ンション一階

06-6732-4905 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者サポートセンターラクセ
ル

577-0817 東大阪市近江堂二丁目６番４号　２Ａ 06-7164-5268 就労継続支援（Ｂ型）

ぴあ 577-0818 東大阪市小若江一丁目２番７号 06-6729-3437 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援サービス　ｂｅ　ｆ
ａｉｒ

577-0818 東大阪市小若江一丁目１６番１号 06-6753-8756 就労継続支援（Ｂ型）

クローバー 577-0824 東大阪市大蓮東二丁目１番９号 06-6736-3243 就労継続支援（Ｂ型）

ハートスクエア 577-0826 東大阪市大蓮北三丁目１７番３７号 06-6726-5633 就労継続支援（Ｂ型）

東大阪わかば 577-0833 東大阪市柏田東町２番４号 06-6726-7753 就労継続支援（Ｂ型）
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ベストサポート 577-0837 東大阪市寿町一丁目９番１４号 06-6730-3311 就労継続支援（Ｂ型）

リカバリースペースみーる 577-0841 東大阪市足代三丁目１番２２号 06-6732-3210 就労継続支援（Ｂ型）

ラブリー就労継続支援Ｂ型 577-0841
東大阪市足代二丁目３番６号　橋本ビル
９Ｆ－Ｂ

06-4309-8345 就労継続支援（Ｂ型）

悠里の家 577-0843 東大阪市荒川三丁目１番２９号 06-6753-8343 就労継続支援（Ｂ型）

Ｇフレンズ 577-0844 東大阪市太平寺二丁目１番３２号 06-4308-4086 就労継続支援（Ｂ型）

芽（めぐむ） 577-0847 東大阪市岸田堂南町４番１９号 06-4307-4767 就労継続支援（Ｂ型）

株式会社たんぽぽ 578-0903
東大阪市今米一丁目１４番５６号　サン
ローズ吉田

072-974-2266 就労継続支援（Ｂ型）

若草工房 578-0904 東大阪市吉原二丁目３番１２号 072-960-5400 就労継続支援（Ｂ型）

エール 578-0905 東大阪市川田一丁目８番２８号 072-921-9090 就労継続支援（Ｂ型）

まつりのさと 578-0911 東大阪市中新開一丁目６番２８号 072-927-6787 就労継続支援（Ｂ型）

ルツ 578-0924 東大阪市吉田七丁目９番３５号 072-962-4424 就労継続支援（Ｂ型）

はっぴぃプラザ 578-0924 東大阪市吉田八丁目６番６４号 072-966-0009 就労継続支援（Ｂ型）

ワークプラザ花園 578-0924 東大阪市吉田三丁目１２番１１号 06-4258-8022 就労継続支援（Ｂ型）

つむぎ工房 578-0931 東大阪市花園東町一丁目２０番１号 072-968-9861 就労継続支援（Ｂ型）

ひだまり 578-0932 東大阪市玉串町東一丁目３番２８号 072-970-5955 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者支援センターゆず 578-0941 東大阪市岩田町五丁目１１番８号 072-921-4030 就労継続支援（Ｂ型）

Ｌｅ　ｌｉｅｎ～ル・リアン 578-0941 東大阪市岩田町五丁目２番３６号 072-973-8716 就労継続支援（Ｂ型）

新星 578-0941 東大阪市岩田町五丁目８番１３号 072-927-3279 就労継続支援（Ｂ型）

エステル障害福祉サービスセン
ター

578-0942
東大阪市若江本町二丁目２番１号　ＧＬ
マンション１階

06-6723-8434 就労継続支援（Ｂ型）

リサイクルラン 578-0942
東大阪市若江本町一丁目１番３５号　ハ
イマート若江１０８号・１０９号

06-6720-7734 就労継続支援（Ｂ型）

ティンカーベル 578-0942 東大阪市若江本町一丁目５番３１号 06-4309-5791 就労継続支援（Ｂ型）

夢織り工房空の木 578-0943 東大阪市若江南町三丁目８番４８号 06-6105-5481 就労継続支援（Ｂ型）

あおいん家 578-0946
東大阪市瓜生堂二丁目２３番２号　１０
２号１０３号

06-6730-9222 就労継続支援（Ｂ型）

とうふく 578-0947 東大阪市西岩田四丁目９番８号 06-6789-7272 就労継続支援（Ｂ型）

和音堂 578-0948 東大阪市菱屋東三丁目５番４１号 06-6783-1687 就労継続支援（Ｂ型）

支援センターのぞみ 578-0957 東大阪市本庄中一丁目２番２８号 072-963-8978 就労継続支援（Ｂ型）

ふれあい工房 578-0963 東大阪市新庄四丁目４番２６号 072-966-6020 就労継続支援（Ｂ型）

ネクストサポート 578-0963 東大阪市新庄二丁目８番１１号 072-883-3988 就労継続支援（Ｂ型）

ａ．ｓｈｕ　Ｃｒｅａｔｅ 578-0975
東大阪市中鴻池町二丁目１番２５号　１
階

06-4309-8640 就労継続支援（Ｂ型）

ワークサポート匠海 578-0982 東大阪市吉田本町一丁目１番３号 072-968-8710 就労継続支援（Ｂ型）

えいじいくらふと 579-8001 東大阪市善根寺町四丁目５番４号 072-984-5058 就労継続支援（Ｂ型）

すぷらうと 579-8001 東大阪市善根寺町四丁目１１番８号 072-929-8789 就労継続支援（Ｂ型）

わんせるふ 579-8001 東大阪市善根寺町四丁目１１番３９号 072-980-1717 就労継続支援（Ｂ型）

メサヴェルデいしきり 579-8003 東大阪市日下町三丁目３番１５号 072-981-9002 就労継続支援（Ｂ型）

まつり 579-8011 東大阪市東石切町１－７－１７ 072-951-7710 就労継続支援（Ｂ型）

ＯＳＪ工房　よりそいの丘 579-8062 東大阪市上六万寺町１３番４７号 072-987-4218 就労継続支援（Ｂ型）

ハッピーワーク 579-8063 東大阪市横小路町三丁目６番２号 072-975-6608 就労継続支援（Ｂ型）

リエゾン 579-8064 東大阪市池島町二丁目１番８号 072-926-5293 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者支援センターがやがや 579-8065 東大阪市新池島町一丁目１７番１９号 072-951-6251 就労継続支援（Ｂ型）

Ｗｅｌｌ　Ｌｉｆｅ　西大塚事業
所

580-0011 松原市西大塚１丁目２番２９号 072-349-1910 就労継続支援（Ｂ型）

地域生活総合支援センターおんど 580-0016 松原市上田８丁目７番１６号 072-338-5850 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターまつのみ 580-0023 松原市南新町１丁目１０番２号 072-336-3233 就労継続支援（Ｂ型）

愛あーる　はっぴぃワーク 580-0024
松原市東新町３丁目５番１７号　アーバ
ンコンフォート１０１号

072-330-5585 就労継続支援（Ｂ型）

オーディナリー 580-0024
松原市東新町４丁目１３番１２号　ファ
ラン松原１０２

072-337-0018 就労継続支援（Ｂ型）

アジール松原 580-0024 松原市東新町四丁目１０番２５号 06-6777-6003 就労継続支援（Ｂ型）

アフター作業所 580-0026 松原市天美我堂６丁目１３４番地の２ 072-335-7744 就労継続支援（Ｂ型）

さんらいず松原 580-0026 松原市天美我堂二丁目２６９番地 072-337-7733 就労継続支援（Ｂ型）

松原ワークセンター・リサイクル 580-0031 松原市天美北４丁目２番４号 072-337-9456 就労継続支援（Ｂ型）

支援センターあまみ・ピカイチ 580-0032 松原市天美東１丁目５５番１号 072-331-9200 就労継続支援（Ｂ型）

まーる 580-0033 松原市天美南６丁目８番８号 072-331-1231 就労継続支援（Ｂ型）

みらいと 580-0043
松原市阿保三丁目５番２３号　梅の家ビ
ル３Ｆ

072-320-9089 就労継続支援（Ｂ型）

ｉｋｋｏ 581-0001 八尾市末広町五丁目３番１４号 072-927-9125 就労継続支援（Ｂ型）

ワークステーションありんこ 581-0003 八尾市本町三丁目２番９号 072-925-9586 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者福祉作業所アドバンスド
リーム

581-0004
八尾市東本町三丁目９番１９号　リバ
ティ八尾５１１号室

072-928-0088 就労継続支援（Ｂ型）

アドバンス　インフィニティ 581-0004
八尾市東本町三丁目９番１９号　リバ
ティ八尾４１２号室

072-943-1864 就労継続支援（Ｂ型）

ゆうあい作業所 581-0007
八尾市光南町一丁目２番２７号　沼卯ビ
ル２０４号

072-924-8653 就労継続支援（Ｂ型）
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ダンケ・アーバイト 581-0013
八尾市山本町南一丁目９番３４号　つば
きビル山本南５０１号５０２号

072-989-1714 就労継続支援（Ｂ型）

河内農業福祉作業所 581-0014
八尾市中田一丁目８４番地の２　田邊壮
１０１号室

072-940-6106 就労継続支援（Ｂ型）

クオーレ 581-0025 八尾市天王寺屋七丁目８９番地の１ 072-911-2977 就労継続支援（Ｂ型）

ピアワークステーションクロノス 581-0025 八尾市天王寺屋一丁目５０番地　Ｂ号 072-911-0024 就労継続支援（Ｂ型）

共働作業所風 581-0028 八尾市八尾木東三丁目九番地 072-990-6644 就労継続支援（Ｂ型）

障がい就労支援ひなた 581-0032
八尾市弓削町一丁目２２番地　セブン
コーポ志紀１階

072-940-7226 就労継続支援（Ｂ型）

メイク 581-0036 八尾市沼一丁目７８番地の５ 072-940-6007 就労継続支援（Ｂ型）

あらいぶ作業所 581-0038
八尾市若林町一丁目８７番地　クロス
ティ壱番館

072-948-3560 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所麦畑 581-0038 八尾市若林町三丁目１４３番地 072-940-6202 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型麦畑二番館 581-0038 八尾市若林町三丁目１４３番地Ｃ 072-940-7137 就労継続支援（Ｂ型）

ワーク支援ひだまり 581-0038
八尾市若林町一丁目７６番地の３　ス
テーションプラザ八尾南４Ｆ－Ⅰ

072-976-4238 就労継続支援（Ｂ型）

ＰｉｃａＰｉｃａ作業所 581-0043 八尾市空港一丁目１４６番地の２ 072-997-7475 就労継続支援（Ｂ型）

ｅ’ｍｉｌｉｎｏ 581-0056 八尾市南太子堂二丁目３番９号 072-951-5891 就労継続支援（Ｂ型）

アントレー 581-0062
八尾市東太子二丁目３番２号　小谷ビル
２階

072-915-4558 就労継続支援（Ｂ型）

楽園（パラダイス）八尾 581-0071 八尾市北久宝寺一丁目１番２７号 072-991-0246 就労継続支援（Ｂ型）

みのり 581-0072 八尾市久宝寺三丁目１５番２１号 072-991-5651 就労継続支援（Ｂ型）

紬 581-0072 八尾市久宝寺三丁目１番２２号 072-992-0225 就労継続支援（Ｂ型）

ベーカリーえいか 581-0081 八尾市南本町二丁目２番２０号 072-923-8120 就労継続支援（Ｂ型）

スタジオはな花 581-0085 八尾市安中町六丁目１番５号 072-922-5880 就労継続支援（Ｂ型）

「きっと」わーくす 581-0091 八尾市南植松町一丁目２７番地の６ 072-920-4938 就労継続支援（Ｂ型）

カルガモ 581-0092 八尾市老原一丁目１５４番地 072-991-6101 就労継続支援（Ｂ型）

ワークステーションゆず 581-0802
八尾市北本町二丁目２番　ペントモール
八尾３番街２６号

072-968-8095 就労継続支援（Ｂ型）

ｃａｆｅＲＯＷＡＮ 581-0803
八尾市光町二丁目２８番地の１　ラ・
フォーレ八尾１階

072-923-0877 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援事業所ほはば 581-0811 八尾市新家町七丁目１番地の６ 072-970-5533 就労継続支援（Ｂ型）

らいふわーく八尾 581-0816 八尾市佐堂町二丁目２番１９号 072-970-6019 就労継続支援（Ｂ型）

ゆうとおんうぇーぶ 581-0817 八尾市久宝園二丁目３０番地の４ 072-926-1543 就労継続支援（Ｂ型）

ワーク・すずらん 581-0822 八尾市高砂町一丁目７５番地の１８ 072-999-1153 就労継続支援（Ｂ型）

グランドライン 581-0823 八尾市桂町五丁目４６番３１号 072-990-3955 就労継続支援（Ｂ型）

ゆうとおんはーと 581-0834 八尾市萱振町七丁目６８－１ 072-926-6200 就労継続支援（Ｂ型）

ゆうとおんほーぷ 581-0834 八尾市萱振町七丁目７３番地の２ 072-927-1300 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型ライジングロー
ド

581-0834 八尾市萱振町四丁目４９番地の１７ 072-990-0777 就労継続支援（Ｂ型）

ひばり作業所 581-0852 八尾市西高安町三丁目１８番３ 072-998-7650 就労継続支援（Ｂ型）

つくしんぼ作業所 581-0853 八尾市楽音寺一丁目８４番 072-940-1212 就労継続支援（Ｂ型）

ラボーロ 581-0865
八尾市服部川六丁目２１０　オークヒル
ズⅢ１－１Ａ

072-983-6368 就労継続支援（Ｂ型）

みらいけいかく　ホープ 581-0866 八尾市東山本新町三丁目７番２１号 072-921-5552 就労継続支援（Ｂ型）

ハートフル 581-0866 八尾市東山本新町九丁目１２５番６号 072-940-7928 就労継続支援（Ｂ型）

りんごの木 581-0868 八尾市西山本町四丁目１５番２ 072-993-4330 就労継続支援（Ｂ型）

「障害」を持つ仲間と共に集う場
ひまわり（ワークスペースあす
く）

581-0869 八尾市桜ケ丘二丁目２２０番地 072-997-7286 就労継続支援（Ｂ型）

ｃａｆｅ　ＲＯＷＡＮ 581-0869
八尾市桜ケ丘一丁目１番地　松本コンパ
クトオフィスＤ号

072-970-6097 就労継続支援（Ｂ型）

ネクストワン 581-0875 八尾市高安町南五丁目１番地の１ 072-990-3591 就労継続支援（Ｂ型）

Ｂ型就労支援わかば八尾 581-0882 八尾市恩智北町一丁目１４番地 072-929-8471 就労継続支援（Ｂ型）

障害福祉サービスわくわく 582-0001
柏原市本郷三丁目９番６２号　柏原市立
自立支援センター内

072-971-2035 就労継続支援（Ｂ型）

たんぽぽ 582-0005 柏原市法善寺３丁目７８６番地の６ 072-973-0510 就労継続支援（Ｂ型）

風の森 582-0015 柏原市大字高井田１０６５番地 072-977-2522 就労継続支援（Ｂ型）

タミサエ 582-0018 柏原市大県三丁目１３番８号 072-973-3232 就労継続支援（Ｂ型）

スワンかしわら 582-0022 柏原市国分市場二丁目１１番１８号 072-979-3333 就労継続支援（Ｂ型）

夢工房くるみ 582-0026 柏原市旭ケ丘三丁目１３番８２号 072-978-3080 就労継続支援（Ｂ型）

さくら福祉訓練所 583-0007 藤井寺市林六丁目６番３０号　１階 072-926-8545 就労継続支援（Ｂ型）

藤共同作業所 583-0008 藤井寺市大井四丁目６番１５号 072-954-2124 就労継続支援（Ｂ型）

ぽんぽこＩＮＦＩＮＩＴＯ 583-0008 藤井寺市大井二丁目５番１０号 072-926-4840 就労継続支援（Ｂ型）

ＷＯＲＫセンターゆき 583-0011
藤井寺市沢田二丁目１１番２号　悠和ハ
イツ１階

072-937-2711 就労継続支援（Ｂ型）

生活工房Ｍｅｋ１ｓｔ 583-0011 藤井寺市沢田二丁目８番１９号 072-976-6226 就労継続支援（Ｂ型）

ワーク　ピノ 583-0011 藤井寺市沢田四丁目９番３３号 072-952-3722 就労継続支援（Ｂ型）

オレンジ　ワークス藤井寺 583-0011
藤井寺市沢田一丁目３０番２１号　オー
スクレインハイツ１０１

072-931-9641 就労継続支援（Ｂ型）
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Ｏｎ 583-0012 藤井寺市道明寺二丁目１１番４号 072-953-3278 就労継続支援（Ｂ型）

ワーク　ピノⅡ 583-0013 藤井寺市古室一丁目１番１５号 072-936-8123 就労継続支援（Ｂ型）

まつしの 583-0018 藤井寺市西古室二丁目195番地4号 072-955-3078 就労継続支援（Ｂ型）

ラ・リューシュ 583-0026 藤井寺市春日丘三丁目８番２６号 072-953-7887 就労継続支援（Ｂ型）

こくり 583-0027
藤井寺市岡二丁目１２番４号寿ビルディ
ング４階

072-959-6515 就労継続支援（Ｂ型）

あゆみ 583-0037 藤井寺市津堂三丁目２８６番５ 072-937-1248 就労継続支援（Ｂ型）

はびきの園 583-0841 羽曳野市駒ヶ谷１０６番地１ 072-957-4041 就労継続支援（Ｂ型）

あすか 583-0848 羽曳野市川向８５番１号 072-959-2062 就労継続支援（Ｂ型）

第３藤共同作業所 583-0852 羽曳野市古市１５７６－１ 072-959-3113 就労継続支援（Ｂ型）

工房おりがみ 583-0854
羽曳野市軽里一丁目５－７　１０１・１
０２号室

072-959-6926 就労継続支援（Ｂ型）

ハピバール 583-0861 羽曳野市西浦１１１２番２ 072-958-3232 就労継続支援（Ｂ型）

ひだまりはうす 583-0861 羽曳野市西浦六丁目２番２０号 072-979-7735 就労継続支援（Ｂ型）

ひまわり園 583-0864 羽曳野市羽曳が丘三丁目２４番１号 072-957-4500 就労継続支援（Ｂ型）

ホープスオンデマンド 583-0876 羽曳野市伊賀三丁目１８番１号 072-937-5515 就労継続支援（Ｂ型）

みらい 583-0882 羽曳野市高鷲六丁目１４番１４号 070-6683-7631 就労継続支援（Ｂ型）

Ｆｏｒ　ｍｅ 583-0883 羽曳野市向野三丁目３番１号 072-976-6868 就労継続支援（Ｂ型）

埴生の里 583-0884 羽曳野市野６６番２ 072-952-1332 就労継続支援（Ｂ型）

デイジー 583-0991 南河内郡太子町大字春日１１０番地 0721-68-7711 就労継続支援（Ｂ型）

チャレンジド工房 583-0992 南河内郡太子町山田１９１８番地 0721-98-4455 就労継続支援（Ｂ型）

ベストプレイス 584-0005
富田林市喜志町五丁目１番２号　ＳＡＭ
ＵＲＡＩ　ＢＬＤＧ　２階

0721-25-7778 就労継続支援（Ｂ型）

笑い家 584-0005 富田林市喜志町２丁目４番２０号 0721-69-8363 就労継続支援（Ｂ型）

桃花塾通所部 584-0008 富田林市喜志２０６７番地 0721-23-2076 就労継続支援（Ｂ型）

わくわく富田林 584-0014 富田林市川面町二丁目５番１９号 0721-20-5288 就労継続支援（Ｂ型）

銀杏 584-0023 富田林市若松町東二丁目６番１９号 0721-25-9939 就労継続支援（Ｂ型）

ｗｏｒｋ　ｉｎ　ｐｅａｃｅ 584-0024
富田林市若松町２丁目３番２号　太陽ビ
ル２階２０５

0721-20-5588 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者生活支援センターチャレ
ンジ

584-0024 富田林市若松町５丁目４番２２号 0721-21-8568 就労継続支援（Ｂ型）

第２あしべ作業所 584-0024 富田林市若松町５丁目１４－２４ 0721-55-4570 就労継続支援（Ｂ型）

てんだぁじないまち 584-0033 富田林市富田林町２３番１１号 0721-28-9061 就労継続支援（Ｂ型）

シング 584-0036 富田林市甲田３丁目２－２９　１階 0721-26-7901 就労継続支援（Ｂ型）

福祉の杜 584-0046 富田林市東板持町二丁目７番１１号 0721-55-4666 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所　なの花 584-0048 富田林市西板持町八丁目１２－４ 0721-69-6644 就労継続支援（Ｂ型）

バンジー 584-0048 富田林市西板持町６丁目６番３２号 0721-21-6187 就労継続支援（Ｂ型）

Ｉ’ｌｌ 584-0048 富田林市西板持町７－１５－１８ 080-8311-9041 就労継続支援（Ｂ型）

ヴァルム 584-0048 富田林市西板持町８丁目１５－１２ 0721-35-3566 就労継続支援（Ｂ型）

スマイルＫＯＢＯ　須賀事業所 584-0062
富田林市須賀２丁目６－１０　仲林リー
スホーム２０１号

0721-55-3086 就労継続支援（Ｂ型）

工房はんど 584-0068 富田林市錦織中１－１４－１ 090-3943-5810 就労継続支援（Ｂ型）

テンダァハート錦織 584-0069 富田林市錦織東３丁目１１－５ 0721-28-7905 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　ＪＯＹ 584-0069 富田林市錦織東三丁目３番１３号 0721-23-8585 就労継続支援（Ｂ型）

ココビジネススクール 584-0071 富田林市藤沢台六丁目２３番３８号 0721-55-2755 就労継続支援（Ｂ型）

パレット 584-0071 富田林市藤沢台六丁目９番４号 0721-21-6769 就労継続支援（Ｂ型）

テンダァハート 584-0072 富田林市高辺台一丁目２番１２号 0721-28-9061 就労継続支援（Ｂ型）

メープル関西 584-0073
富田林市寺池台１－９　金剛ショッピン
グモール１Ｆ

0721-68-7077 就労継続支援（Ｂ型）

ワークショップつどい 584-0073 富田林市寺池台２丁目５番２７号 0721-55-2920 就労継続支援（Ｂ型）

つじやま作業所 584-0081 富田林市廿山２０番７号 0721-40-1511 就労継続支援（Ｂ型）

グッドワークス 584-0081 富田林市廿山１丁目９－８ 0721-55-3625 就労継続支援（Ｂ型）

ワークショップ　アイ 584-0082 富田林市向陽台五丁目５番１５号 0721-29-4294 就労継続支援（Ｂ型）

すぷらうと 584-0082 富田林市向陽台５丁目７－１５ 0721-21-7657 就労継続支援（Ｂ型）

あすかの園 585-0002 南河内郡河南町大字一須賀３９９番地１ 0721-93-7002 就労継続支援（Ｂ型）

ぽらりす 585-0002 南河内郡河南町大字一須賀７６８－１ 0721-70-7222 就労継続支援（Ｂ型）

あしべ工房 585-0002 南河内郡河南町大字一須賀１８５番地５ 0721-70-7238 就労継続支援（Ｂ型）

桜梅桃李 585-0002
南河内郡河南町大字一須賀１５２番地の
１　２Ｆ

0721-26-9991 就労継続支援（Ｂ型）

障害福祉サービスセンターＳＯＲ
Ａ

585-0004 南河内郡河南町大字山城５８３番地８ 0721-90-3355 就労継続支援（Ｂ型）

工房　花水木 585-0014 南河内郡河南町大字白木１０３５番地 0721-93-1515 就労継続支援（Ｂ型）

ＭＵＳＵＶＩＶＡ 585-0035
南河内郡河南町大字寛弘寺７５６番地の
２

0721-21-6989 就労継続支援（Ｂ型）

ワークサポートなないろ 586-0003
河内長野市楠町東１５８５番地３　辻ビ
ル４階

0721-50-0170 就労継続支援（Ｂ型）

プライド 586-0009 河内長野市木戸西町３丁目４－１６ 0721-89-2436 就労継続支援（Ｂ型）

共働事業所「かすみ荘」 586-0011 河内長野市汐の宮町３３番３４号 0721-56-3123 就労継続支援（Ｂ型）
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サポートセンターレオ 586-0013 河内長野市向野町３０２－１ 0721-50-1300 就労継続支援（Ｂ型）

なっつ 586-0014
河内長野市長野町４－９　うすやビル３
Ｃ

070-5664-1920 就労継続支援（Ｂ型）

輪くる 586-0026 河内長野市寿町１１番５－１０３号 0721-54-1151 就労継続支援（Ｂ型）

オリーブ 586-0033 河内長野市喜多町６６３番１ 0721-64-9000 就労継続支援（Ｂ型）

ｓｏ－ｙｏｕワークス 586-0036 河内長野市高向５７７番地 0721-21-8651 就労継続支援（Ｂ型）

ワーククリエイトあおぞら 586-0039 河内長野市楠ケ丘４３番１号 0721-62-8500 就労継続支援（Ｂ型）

ななほしベース天野 586-0086 河内長野市天野町６８２番１ 0721-52-7704 就労継続支援（Ｂ型）

ワークメイト聖徳園Ⅰ 586-0094 河内長野市小山田町３７９番地１３ 0721-55-6568 就労継続支援（Ｂ型）

フレッシュながの 586-0094 河内長野市小山田町３７９番１ 0721-52-6700 就労継続支援（Ｂ型）

Ｏｎ　ＫｉＴＣＨＥＮ 586-8501 河内長野市原町一丁目１番１号 0721-55-4886 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターつつじ 587-0021 堺市美原区小平尾９５３番地 072-369-7224 就労継続支援（Ｂ型）

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９５３ 072-369-7224 就労継続支援（Ｂ型）

はなみずき作業所 587-0022 堺市美原区平尾２０番地５ 072-363-8880 就労継続支援（Ｂ型）

サニーハウス 587-0051 堺市美原区北余部７６番地の３ 072-362-8620 就労継続支援（Ｂ型）

ａｎｎ・ＡＱＵＡ　ＦＡＲＭ 587-0061 堺市美原区今井７６番地１ 072-349-3731 就労継続支援（Ｂ型）

地域生活総合支援センターワーク
くみのき

589-0012 大阪狭山市東茱萸木三丁目２１５３番地 072-368-8550 就労継続支援（Ｂ型）

サニーサイド作業所 589-0012
大阪狭山市東茱萸木二丁目１９２０番地
１

072-349-9031 就労継続支援（Ｂ型）

のんのん 589-0013 大阪狭山市茱萸木６丁目１０８３－１ 072-349-8598 就労継続支援（Ｂ型）

しんき 589-0013 大阪狭山市茱萸木７－１４１１－１ 072-220-7120 就労継続支援（Ｂ型）

アンカー 589-0016 大阪狭山市大野西１２３７－１ 072-368-1237 就労継続支援（Ｂ型）

ライマン 589-0021 大阪狭山市今熊一丁目５５０－４ 072-289-8731 就労継続支援（Ｂ型）

地域生活支援センターＷＡｉＷＡ
ｉ

589-0021 大阪狭山市今熊七丁目１８９番地１ 080-6104-4466 就労継続支援（Ｂ型）

クラフトハウス 589-0022 大阪狭山市西山台三丁目４番１号 072-367-3977 就労継続支援（Ｂ型）

ワークおもちゃ館狭山 589-0022 大阪狭山市西山台６丁目１６番５号 072-349-9035 就労継続支援（Ｂ型）

ふあり 589-0022
大阪狭山市西山台３丁目５－１９　ラ・
モアレⅠビル１Ｆ

072-202-8607 就労継続支援（Ｂ型）

わおんぷらす 589-0023 大阪狭山市大野台１丁目３２番５８号 072-289-7455 就労継続支援（Ｂ型）

たんぽぽの丘 589-0034 大阪狭山市山本中１３５８番地 072-289-7503 就労継続支援（Ｂ型）

リング 590-0001 堺市堺区遠里小野町二丁１番３号 072-238-6722 就労継続支援（Ｂ型）

しあわせ作業所 590-0003 堺市堺区高須町三丁１番１９号 072-255-7000 就労継続支援（Ｂ型）

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 072-246-9944 就労継続支援（Ｂ型）

おべんとうハウス愛 590-0006 堺市堺区錦綾町３－５－１７ 072-221-8885 就労継続支援（Ｂ型）

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 072-222-2733 就労継続支援（Ｂ型）

自遊工房 590-0007 堺市堺区北庄町一丁６番２４号 072-227-8950 就労継続支援（Ｂ型）

かんぎ作業所 590-0011 堺市堺区香ケ丘町四丁７番７号 072-275-7771 就労継続支援（Ｂ型）

ハッピーポケット 590-0011 堺市堺区香ケ丘町四丁２番３８号 072-232-5717 就労継続支援（Ｂ型）

おめでたい 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁９番１号 072-220-5458 就労継続支援（Ｂ型）

はるかぜ作業所 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁３番１号 072-225-2311 就労継続支援（Ｂ型）

愛和・生活の家 590-0013 堺市堺区東雲西町四丁７番１８号 072-221-1751 就労継続支援（Ｂ型）

ルーチェ 590-0013 堺市堺区東雲西町四丁２番２号 072-247-7888 就労継続支援（Ｂ型）

しののめハウス 590-0013 堺市堺区東雲西町四丁７番２号 072-222-5131 就労継続支援（Ｂ型）

サポートハウスアンダンテ 590-0014 堺市堺区田出井町８－２０ 072-225-0850 就労継続支援（Ｂ型）

Ｓｕｎｎｙ 590-0014 堺市堺区田出井町１番２－５０８号 072-232-7767 就労継続支援（Ｂ型）

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 072-229-9192 就労継続支援（Ｂ型）

アシスト 590-0025 堺市堺区向陵東町三丁８－４６ 072-247-8638 就労継続支援（Ｂ型）

むげん 590-0027 堺市堺区榎元町四丁１番１１号 072-220-7512 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-221-0567 就労継続支援（Ｂ型）

きらっと 590-0052 堺市堺区八千代通３番２６号 072-230-4198 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスユウの家 590-0055 堺市堺区旭通３番２１号 072-229-2886 就労継続支援（Ｂ型）

アトリエユウの家 590-0056 堺市堺区神保通３番７号 072-238-2700 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-275-5908 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-201-2351 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-275-6767 就労継続支援（Ｂ型）

アトリエｈａｎａ（Ｌｉｎｋみい
け）

590-0134 堺市南区御池台3丁1-5 072-299-3550 就労継続支援（Ｂ型）

でぃあふれんず 590-0101 堺市南区宮山台三丁１番２０号 072-295-7227 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-292-8440 就労継続支援（Ｂ型）
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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

072-205-9903 就労継続支援（Ｂ型）

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 072-293-3900 就労継続支援（Ｂ型）

オーセント 590-0114 堺市南区槇塚台三丁１番６号 072-284-5777 就労継続支援（Ｂ型）

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 072-289-7139 就労継続支援（Ｂ型）

風のこもんず 590-0117 堺市南区高倉台一丁２－１　Ｄ棟１ 072-295-0533 就労継続支援（Ｂ型）

みんなのマーケットるぴなす 590-0117 堺市南区高倉台三丁２－２ 072-295-6173 就労継続支援（Ｂ型）

第２ふれあいの里かたくら 590-0121 堺市南区片蔵１７６－１番地 072-291-5679 就労継続支援（Ｂ型）

はなきりん 590-0137 堺市南区城山台二丁２番１５号 072-350-3123 就労継続支援（Ｂ型）

せんぼく障害者作業所 590-0142 堺市南区檜尾１３８２番地６ 072-296-4520 就労継続支援（Ｂ型）

第２せんぼく障害者作業所 590-0142 堺市南区檜尾１６番地 072-289-6018 就労継続支援（Ｂ型）

ワンズワークス 590-0157 堺市南区高尾一丁３０８番６ 072-247-4508 就労継続支援（Ｂ型）

ワークいっぽ 590-0403
泉南郡熊取町大久保中１丁目６－３２
泉州ビル３・４階

072-493-2141 就労継続支援（Ｂ型）

多機能型事業所やさか 590-0405
泉南郡熊取町大久保南三丁目１３９２番
２１

072-453-6682 就労継続支援（Ｂ型）

熊取ひまわりの里 590-0451 泉南郡熊取町野田三丁目２４１番地１ 072-452-9822 就労継続支援（Ｂ型）

Ｖｉｅｎｔｏ 590-0451
泉南郡熊取町野田一丁目２番１２号　ネ
ゴロビル１階　Ｂ号室

072-415-2294 就労継続支援（Ｂ型）

サクラッコ 590-0503 泉南市新家１４９５番地の１ 072-415-4879 就労継続支援（Ｂ型）

はたらくところ。 590-0503 泉南市新家３１２５番地の１ 072-496-1201 就労継続支援（Ｂ型）

作業所はつらつ 590-0503 泉南市新家３９９６－２ 072-480-1117 就労継続支援（Ｂ型）

泉南作業所 590-0504 泉南市信達市場１２２２番地１２ 072-483-3082 就労継続支援（Ｂ型）

みらいデイセンター 590-0504 泉南市信達市場１９４３－１ 072-425-9029 就労継続支援（Ｂ型）

ひなた 590-0504 泉南市信達市場１６５１番地４ 072-483-5503 就労継続支援（Ｂ型）

ＡＱＵＡ　ＷＯＲＫ 590-0521 泉南市樽井９丁目１１番１１号 072-484-1811 就労継続支援（Ｂ型）

こころＬＡＢＯ 590-0521 泉南市樽井２丁目２１－３ 072-457-4131 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所ベルタ 590-0521 泉南市樽井五丁目２８番３４号 072-468-7010 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所　グリー
ン

590-0522 泉南市信達牧野９７７番地１奥ビル２階 072-493-2200 就労継続支援（Ｂ型）

コミック・カウンシル 590-0522 泉南市信達牧野３１９番地２ 072-482-7810 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターホス 590-0526 泉南市男里二丁目１７７番２ 072-474-7430 就労継続支援（Ｂ型）

夢楽人 590-0526 泉南市男里五丁目１８番７号 072-488-7642 就労継続支援（Ｂ型）

せんなんベイス 590-0532 泉南市北野２丁目３番７号 072-480-2727 就労継続支援（Ｂ型）

Ｆ＆Ｐ　就労継続支援Ａ型・Ｂ型
事業所

590-0534 泉南市鳴滝１丁目８番２号 070-6509-8089 就労継続支援（Ｂ型）

りんくうワークス 590-0535 泉南市りんくう南浜３番２３ 072-485-2266 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-245-6023 就労継続支援（Ｂ型）

グレースハウス 590-0811 堺市堺区南陵町一丁２番６号 072-280-0830 就労継続支援（Ｂ型）

麦の会共同作業所 590-0813 堺市堺区神石市之町１６番５２号 072-264-6407 就労継続支援（Ｂ型）

ブレイブ作業所 590-0823 堺市堺区石津北町１１２番 072-247-2012 就労継続支援（Ｂ型）

おおはま障害者作業所 590-0829 堺市堺区東湊町五丁２７６番 072-241-1900 就労継続支援（Ｂ型）

ＧＡＲＯ＜作業所雅老＞ 590-0836 堺市堺区楠町二丁１番２０号 072-245-8801 就労継続支援（Ｂ型）

しゅくやジョブ 590-0937 堺市堺区宿屋町西一丁１番６号 072-247-8338 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-228-0171 就労継続支援（Ｂ型）

ドルフィンラブ 590-0952
堺市堺区市之町東五丁２番１１号－２０
１号

072-225-5173 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型Ｒｉｃｃｏ 590-0953 堺市堺区甲斐町東二丁１－１１ 072-275-5489 就労継続支援（Ｂ型）

Ｙｏｕ・Ｉハウス 590-0954 堺市堺区大町東一丁１番８号 072-222-0302 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-443-4556 就労継続支援（Ｂ型）

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 072-238-4915 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-228-2882 就労継続支援（Ｂ型）

Ｗ．Ｐ．にんとく 590-0964 堺市堺区新在家町東二丁１－２３ 072-224-3000 就労継続支援（Ｂ型）

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６－５ 072-275-9751 就労継続支援（Ｂ型）

ユーアンド 591-8003 堺市北区船堂町二丁４番６号 072-268-2230 就労継続支援（Ｂ型）

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１ 072-252-3801 就労継続支援（Ｂ型）

ビフレスト 591-8011 堺市北区南花田町３９３番６ 072-253-9307 就労継続支援（Ｂ型）

ほくぶ障害者作業所 591-8011 堺市北区南花田町５３６番地１ 072-254-5778 就労継続支援（Ｂ型）

第２ほくぶ障害者作業所 591-8011 堺市北区南花田町５３２番地３ 072-254-3292 就労継続支援（Ｂ型）

ジョブサポート風の彩（森のキッ
チン）

591-8021 堺市北区新金岡町５丁４番１０４ 072-228-3939 就労継続支援（Ｂ型）
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こころね 591-8021 堺市北区新金岡町五丁９番１１６号 072-245-9874 就労継続支援（Ｂ型）

じょいん 591-8021 堺市北区新金岡町五丁５番１１０号 072-246-9243 就労継続支援（Ｂ型）

アトラス新金岡 591-8021 堺市北区新金岡町五丁７番７１１号 072-255-3138 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-254-7800 就労継続支援（Ｂ型）

ＢＰ事業所 591-8023 堺市北区中百舌鳥町一丁目９５－２２ 072-240-0681 就労継続支援（Ｂ型）

りあん・クールなかもず 591-8024 堺市北区黒土町３００２－２４ 072-252-1635 就労継続支援（Ｂ型）

アース作業所 591-8025 堺市北区長曽根町１６７９－２ 072-256-5000 就労継続支援（Ｂ型）

あいりわーくす 591-8025 堺市北区長曽根町１９４８－１ 072-242-6308 就労継続支援（Ｂ型）

ハッピー作業所 591-8025 堺市北区長曽根町１６７９番地２－Ｂ 072-256-3000 就労継続支援（Ｂ型）

Ｗｉｌｌひまわり 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町五丁２５３－１５ 072-250-7722 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-252-4802 就労継続支援（Ｂ型）

あのね工房 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁１５番９号 072-275-4900 就労継続支援（Ｂ型）

ありす作業所 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁１９番２１号 072-257-1711 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-240-1616 就労継続支援（Ｂ型）

じょぶるん 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁２７－２ 072-323-6630 就労継続支援（Ｂ型）

くまのこ（くまふぁく） 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町三丁４９－２８ 072-244-5336 就労継続支援（Ｂ型）

ＷｉＬＬひまわりⅡ 591-8033 堺市北区百舌鳥西之町二丁５５２番地１ 072-250-7722 就労継続支援（Ｂ型）

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２ 072-254-1162 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-247-9994 就労継続支援（Ｂ型）

高石障害者作業所 592-0002 高石市羽衣五丁目７番１５号 072-263-6463 就労継続支援（Ｂ型）

きのすら 592-0002
高石市羽衣五丁目９番３号　メゾン伽羅
橋１１

072-320-7749 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所　レジリ
エンス

592-0003 高石市東羽衣三丁目５番１１号 072-275-6922 就労継続支援（Ｂ型）

リイムワークス 592-0003 高石市東羽衣３丁目１５番１６号 072-242-4035 就労継続支援（Ｂ型）

リリーフ 592-0005 高石市千代田三丁目２番１号 072-260-4635 就労継続支援（Ｂ型）

クローバーワークス高石 592-0005 高石市千代田五丁目２番１３号　２階 072-320-9062 就労継続支援（Ｂ型）

ひだまりの夢 592-0011 高石市加茂４丁目５―７ 072-275-5656 就労継続支援（Ｂ型）

フレンドリーⅤ 592-0012 高石市西取石５―７―１４ 072-242-6768 就労継続支援（Ｂ型）

ワンデイ 592-0013 高石市取石一丁目７番６号 072-220-9529 就労継続支援（Ｂ型）

いずみ通所センター 592-0013 高石市取石五丁目１０番３５号 072-271-5588 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型作業所　いろ
は・はうす

592-0013 高石市取石２丁目３９番２７号 072-271-0168 就労継続支援（Ｂ型）

第２いずみ通所センター 592-0014 高石市綾園四丁目５番２８号 072-264-0553 就労継続支援（Ｂ型）

コラール明日架 592-0014 高石市綾園四丁目５番２８号 072-268-8702 就労継続支援（Ｂ型）

ユニオン 592-8334 堺市西区浜寺石津町中四丁５番１４号 072-243-4618 就労継続支援（Ｂ型）

はまでらジョブ 592-8343 堺市西区浜寺元町二丁１７２番 072-275-7872 就労継続支援（Ｂ型）

もとまちジョブ 592-8343 堺市西区浜寺元町二丁１７３番 072-267-7872 就労継続支援（Ｂ型）

虹工房 592-8344 堺市西区浜寺南町三丁７番地１１ 072-266-5317 就労継続支援（Ｂ型）

ＳＯＨＯさんあい 593-8301 堺市西区上野芝町一丁１６番５７号 072-280-5827 就労継続支援（Ｂ型）

いずみ 593-8301 堺市西区上野芝町二丁３番１７号 072-277-6446 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-281-3301 就労継続支援（Ｂ型）

ふれあいショップ絆 593-8305 堺市西区堀上緑町一丁８番６３－１０３ 072-270-5115 就労継続支援（Ｂ型）

わららか草部 593-8312 堺市西区草部７８３番地１ 072-275-1575 就労継続支援（Ｂ型）

堺あすなろ園 593-8312 堺市西区草部７４４番地６ 072-271-3665 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援といろ 593-8312 堺市西区草部１４８０ 090-3657-4405 就労継続支援（Ｂ型）

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２３３６－１９ 072-289-8013 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-260-3180 就労継続支援（Ｂ型）
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イーストワン 593-8324 堺市西区鳳東町三丁２６５番２ 072-271-0055 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-272-2817 就労継続支援（Ｂ型）

四季彩 593-8327 堺市西区鳳中町二丁２３番地８６ 072-263-0202 就労継続支援（Ｂ型）

野の花 593-8327 堺市西区鳳中町二丁５０番地２ 072-268-8860 就労継続支援（Ｂ型）

障害者あきら作業所 593-8328 堺市西区鳳北町七丁５番地 072-262-0491 就労継続支援（Ｂ型）

サポートセンターりんく 594-0002 和泉市上町１８２番地の３ 072-290-7264 就労継続支援（Ｂ型）

第３いずみ通所センター 594-0003 和泉市太町２１２番地の７８ 0725-40-3435 就労継続支援（Ｂ型）

第２ここの家 594-0004 和泉市王子町三丁目１２番１号 0725-43-3301 就労継続支援（Ｂ型）

ショップともに 594-0005
和泉市幸二丁目６番　旭第一団地２７棟
１０１号

0725-46-3563 就労継続支援（Ｂ型）

てまり作業所 594-0013 和泉市鶴山台二丁目１番２－１１３号 0725-41-2699 就労継続支援（Ｂ型）

ワークステーションりんく 594-0022 和泉市黒鳥町三丁目３番３７号 0725-90-5700 就労継続支援（Ｂ型）

エスポ 594-0023 和泉市伯太町四丁目１４番１４号 072-524-3464 就労継続支援（Ｂ型）

フレンズ 594-0031 和泉市伏屋町二丁目３番３９号 0725-58-7777 就労継続支援（Ｂ型）

大阪ワークセンター 594-0031 和泉市伏屋町五丁目１０番１１号 0725-57-0883 就労継続支援（Ｂ型）

ＭＯＲＥ　スマイル 594-0031
和泉市伏屋町三丁目５番２７号　有住ビ
ル１階

0725-57-0234 就労継続支援（Ｂ型）

グッドフレンズ 594-0031 和泉市伏屋町二丁目３番３５号 0725-58-7779 就労継続支援（Ｂ型）

なおファミリー 594-0031 和泉市伏屋町三丁目２２番３７号 0725-57-2159 就労継続支援（Ｂ型）

やよい園 594-0032 和泉市池田下町８７２番２ 0725-55-3873 就労継続支援（Ｂ型）

たんぽぽ作業所 594-0032 和泉市池田下町２９９番地 0725-58-2552 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所　ローブ 594-0032 和泉市池田下町１１５５番地の３ 072-590-4350 就労継続支援（Ｂ型）

友愛作業所 594-0042 和泉市箕形町五丁目１１番９号 0725-46-6164 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所　クレッ
シェンド

594-0042 和泉市箕形町六丁目９番８号 0725-54-1380 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型作業所ＰＯＮＯ 594-0052 和泉市阪本町３７７番地の４ 0725-39-4817 就労継続支援（Ｂ型）

たけのこ第二作業所 594-0052 和泉市阪本町３７６番地の６８ 0725-26-3196 就労継続支援（Ｂ型）

第２さらの郷 594-0053 和泉市芦部町３２８番地の１ 0725-41-7251 就労継続支援（Ｂ型）

ベストフレンズ 594-0054 和泉市一条院町１２番地 0725-58-7245 就労継続支援（Ｂ型）

いずみひのき製作所 594-0065 和泉市観音寺町６０９番地４ 0725-46-4332 就労継続支援（Ｂ型）

すいせん共同作業所 594-0071 和泉市府中町四丁目２０番４号 0725-45-2886 就労継続支援（Ｂ型）

ともにー 594-0071 和泉市府中町六丁目９番２６号 0725-92-8100 就労継続支援（Ｂ型）

ブレストワークス 594-0071 和泉市府中町八丁目３番２０号 0725-51-7146 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者支援ハウス　シトリン 594-0071 和泉市府中町五丁目６番４３号 0725-43-1010 就労継続支援（Ｂ型）

フレンドリーハウス 594-0071 和泉市府中町４９０番地の５ 0725-58-7331 就労継続支援（Ｂ型）

アークリアン 594-0071 和泉市府中町一丁目１０番３号 0725-92-5657 就労継続支援（Ｂ型）

多機能型事業所　あした天気に
なーれ作業所　府中

594-0071
和泉市府中町五丁目９番２０号　ヴェル
ドミール府中１０３、１０４号

090-3899-9471 就労継続支援（Ｂ型）

ＳＭＵＧ　ＦＡＣＥ 594-0071 和泉市府中町一丁目５番６号 0725-39-1124 就労継続支援（Ｂ型）

にじいろワーク和泉 594-0073
和泉市和気町三丁目２番１号　辻ビル１
０２号

0725-40-0557 就労継続支援（Ｂ型）

喫茶ちくわ作業所 594-0073 和泉市和気町二丁目６番３０号 0725-24-3622 就労継続支援（Ｂ型）

フレンドワーク　いずみ 594-0073 和泉市和気町一丁目２９番５号 0725-30-6151 就労継続支援（Ｂ型）

ＢＡ－ＮＡ 594-0074 和泉市小田町二丁目１番３１号 0725-51-7333 就労継続支援（Ｂ型）

フルールいずみ 594-0083 和泉市池上町三丁目７番３０号 0725-46-1711 就労継続支援（Ｂ型）

Ｗｏｒｋｓあおぞら 594-0083 和泉市池上町二丁目３番４６号 0725-46-1051 就労継続支援（Ｂ型）

たいよう 594-1101 和泉市室堂町６２２番地の９ 0725-30-6295 就労継続支援（Ｂ型）

ＭＯＲＥ　ハピネス 594-1101 和泉市室堂町８１３番地の２ 0725-50-5067 就労継続支援（Ｂ型）

のびるハウス作業所 594-1111
和泉市光明台三丁目２番１０１号（１０
６）

0725-50-3855 就労継続支援（Ｂ型）

ハートランド　ワークス 594-1141 和泉市春木町６６４番地の３ 072-530-5330 就労継続支援（Ｂ型）

きずな 594-1151 和泉市唐国町二丁目８番５８号２階 0725-51-1000 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型施設　Ｈｕｇ 594-1151 和泉市唐国町二丁目４番３号 0725-54-2406 就労継続支援（Ｂ型）

リサイクルセンターいずみ野 594-1154 和泉市松尾寺町３８９－１ 0725-53-1564 就労継続支援（Ｂ型）

チャレンジ型事業所ととろプラス 594-1156 和泉市内田町三丁目４番５０号 0725-54-0008 就労継続支援（Ｂ型）

ワークショップ　夢の樹 594-1156 和泉市内田町三丁目４番６８号 0725-58-6881 就労継続支援（Ｂ型）

トライワーク 595-0004 泉大津市千原町二丁目２５番１５号 0725-90-4606 就労継続支援（Ｂ型）

スウィーティー 595-0005 泉大津市森町一丁目１番３２号 072-453-1114 就労継続支援（Ｂ型）

アマサキオリオンステージ 595-0005
泉大津市森町二丁目８番４号　レジデン
ス曽根１階

0725-51-7013 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援　Ｂ型　ゆう樹 595-0011 泉大津市曽根町二丁目１番２２号 0725-99-8437 就労継続支援（Ｂ型）

あんず工房 595-0012 泉大津市北豊中町３－１－３９ 0725-99-8900 就労継続支援（Ｂ型）

はぁーつ 595-0017 泉大津市池園町１４番１３号 0725-30-2630 就労継続支援（Ｂ型）

ワークショップかりん 595-0023 泉大津市豊中町二丁目８番１９号 0725-21-2943 就労継続支援（Ｂ型）

アネックスとらいあんぐる 595-0023 泉大津市豊中町二丁目９番１７号 0725-21-0860 就労継続支援（Ｂ型）
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ぽむのいえ 595-0024 泉大津市池浦町二丁目１３番２０号 0725-51-7238 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所　こころ 595-0024
泉大津市池浦町１－６－３３　メゾン
ドール河野１０１

0725-23-8880 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　ＴＯＭＯ 595-0026 泉大津市東雲町４番１４号 0725-22-6005 就労継続支援（Ｂ型）

とらいあんぐる 595-0033 泉大津市板原町二丁目１２番４６号 0725-32-6778 就労継続支援（Ｂ型）

風香作業所 595-0033 泉大津市板原町二丁目６番７号 0725-22-8118 就労継続支援（Ｂ型）

Ｌｉｖｅｌｙとらいあんぐる 595-0033 泉大津市板原町四丁目１２番３１号 0725-33-6910 就労継続支援（Ｂ型）

Ｏｎｔｏ－ 595-0033 泉大津市板原町２丁目１４番１６号 0725-20-1180 就労継続支援（Ｂ型）

ｐｏｎｏ 595-0051 泉大津市東港町１０番１８号 0725-90-6646 就労継続支援（Ｂ型）

みなと 595-0054 泉大津市汐見町８５番地の１ 0725-20-3710 就労継続支援（Ｂ型）

ワークさつき 595-0061 泉大津市春日町２３番３号 0725-22-8981 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型事業所　たんぽ
ぽ

595-0071
泉大津市助松町３丁目９－４０　シャル
マンコーポ松の浜店舗１０６号

0725-90-6883 就労継続支援（Ｂ型）

オリーヴ 595-0804 泉北郡忠岡町馬瀬二丁目１５番９号 0725-33-2310 就労継続支援（Ｂ型）

障がい支援　ハピネス 595-0811 泉北郡忠岡町忠岡北三丁目１４番３３号 0725-23-1380 就労継続支援（Ｂ型）

オリーヴＥプラス 595-0812
泉北郡忠岡町忠岡中１丁目１１－２５
１Ｆ　Ｂ

0725-33-2310 就労継続支援（Ｂ型）

ひだまり作業所 596-0004 岸和田市荒木町一丁目１４番３７号 072-448-5561 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　たいじゅ 596-0004
岸和田市荒木町２丁目２２－２５　月城
ビル１Ｆ

072-479-3328 就労継続支援（Ｂ型）

グリーンブリッジ 596-0034 岸和田市春木本町２－１２ 090-6919-2467 就労継続支援（Ｂ型）

ワークショップきしわだ 596-0042 岸和田市加守町四丁目６番１９号 072-440-0078 就労継続支援（Ｂ型）

作業所ふくわらい 596-0048
岸和田市上野町西２７番８０号　川口ビ
ル１０１号室、１０２号室

072-493-8843 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者支援センター「てんとう
むし」

596-0049 岸和田市八阪町一丁目５番３７号 072-430-5657 就労継続支援（Ｂ型）

障害者支援センター「クロー
バー」

596-0049 岸和田市八阪町１丁目９３番地６号 072-430-5657 就労継続支援（Ｂ型）

障がい者支援センターレインボー 596-0049 岸和田市八阪町一丁目９３番４号 072-430-5657 就労継続支援（Ｂ型）

なごみ 596-0051
岸和田市岸野町１８－１　シノハラビル
２、３、４階

072-493-8081 就労継続支援（Ｂ型）

オーロラ 596-0072 岸和田市堺町３番１０号 072-423-7819 就労継続支援（Ｂ型）

ワークサポートすまいる 596-0073 岸和田市岸城町２番１号 072-475-3090 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターわい 596-0101 岸和田市包近町６９２番地の２ 072-425-9008 就労継続支援（Ｂ型）

ウォッシュハウスサンライズ 596-0102 岸和田市山直中町８９７番２ 072-441-5890 就労継続支援（Ｂ型）

やんちゃ倶楽部 596-0805 岸和田市田治米町４１５番地の９ 072-444-6530 就労継続支援（Ｂ型）

はっぴーＬｕＬｕ， 596-0805 岸和田市田治米町２３４－１７ 0724-24-9480 就労継続支援（Ｂ型）

フレンド 596-0806 岸和田市摩湯町５３０番地 072-448-5551 就労継続支援（Ｂ型）

シード 596-0807 岸和田市東ケ丘町８０８番地の６５６ 072-493-2722 就労継続支援（Ｂ型）

三田作業所 596-0808 岸和田市三田町９４７番地 072-443-5002 就労継続支援（Ｂ型）

東山自立センター 596-0808 岸和田市三田町１３３６番地 072-445-7168 就労継続支援（Ｂ型）

あゆみ作業所 596-0811 岸和田市下池田町一丁目９番２１号 072-448-6118 就労継続支援（Ｂ型）

ｍｊｕｋ 596-0811
岸和田市下池田町１丁目１７番３号－１
階

072-457-3734 就労継続支援（Ｂ型）

あかやま 596-0816 岸和田市尾生町六丁目１２番３号 072-445-3870 就労継続支援（Ｂ型）

ワークショップ　トリガー 596-0816 岸和田市尾生町５丁目２－２８ 090-6662-7718 就労継続支援（Ｂ型）

エムファンタジー 596-0821 岸和田市小松里町２３３３番地の１ 072-487-2622 就労継続支援（Ｂ型）

泉夢庵 596-0823 岸和田市下松町四丁目５番２０号 072-425-1402 就労継続支援（Ｂ型）

ワークスタジオきぼう 596-0823
岸和田市下松町３丁目４番１号Ａ棟１１
０号

072-493-6977 就労継続支援（Ｂ型）

ライフ１２３ 596-0823 岸和田市下松町１－１７－１１ 072-447-6372 就労継続支援（Ｂ型）

ユッキー作業所 596-0825 岸和田市土生町五丁目３番２９号 072-426-2777 就労継続支援（Ｂ型）

みやび第２作業所 596-0825 岸和田市土生町４１７３番地１ 072-430-2555 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型　さくら 596-0826
岸和田市作才町１１６２番地の１　ヒガ
シビル３階Ａ号室

072-497-0811 就労継続支援（Ｂ型）

Ｓｅｉｒｙｕ 596-0827 岸和田市上松町４５７－１ 072-420-5520 就労継続支援（Ｂ型）

アーチエンタープライズ 596-0831 岸和田市畑町二丁目２番１５号 072-426-6225 就労継続支援（Ｂ型）

わてら作業所 597-0033 貝塚市半田２丁目２３－２９ 072-415-0833 就労継続支援（Ｂ型）

泉州聴覚障害者センターなんなん 597-0033 貝塚市半田一丁目２０番９号 072-428-6800 就労継続支援（Ｂ型）

ＳｕｇｉＬｉｔｅ工房 597-0041 貝塚市清児５１２番１ 072-433-3900 就労継続支援（Ｂ型）

コミュニティ・プラザ 597-0044 貝塚市森８９２番地 072-447-1717 就労継続支援（Ｂ型）

せんごくの里 597-0051 貝塚市王子１１８３番３ 072-437-1075 就労継続支援（Ｂ型）

ガマダシモン 597-0053 貝塚市地蔵堂３７６番地３ 072-432-4055 就労継続支援（Ｂ型）

森の小径 597-0053 貝塚市地蔵堂４６０番 072-488-7802 就労継続支援（Ｂ型）

カイヅカ・ベース 597-0061 貝塚市浦田８８番地７ 072-433-8811 就労継続支援（Ｂ型）

夢二色 597-0062 貝塚市澤５７４番地 072-447-6450 就労継続支援（Ｂ型）

貝塚いぶき作業所 597-0073 貝塚市脇浜三丁目25番74号 072-423-5439 就労継続支援（Ｂ型）

ワークサポートらぱん 597-0073 貝塚市脇浜一丁目１５番１５号 072-437-5525 就労継続支援（Ｂ型）
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あすなろ作業所 597-0074 貝塚市加治９番地 072-436-2307 就労継続支援（Ｂ型）

にじのわ 597-0081 貝塚市麻生中８２４－２ 072-424-7629 就労継続支援（Ｂ型）

ワークステーションＮＥＷＤＯＯ
ＲＳ

597-0081 貝塚市麻生中１１０４番地１ 072-425-9064 就労継続支援（Ｂ型）

青い鳥 597-0084
貝塚市鳥羽１５８番地の１　山裾ビル３
Ｆ

072-430-3087 就労継続支援（Ｂ型）

自立センターどんまい 597-0095 貝塚市港５２番１ 072-439-2655 就労継続支援（Ｂ型）

ＳＤＧｓ　ＬＡＢＯ 597-0103 貝塚市馬場３０８１ 072-479-8026 就労継続支援（Ｂ型）

ほっこりの里 597-0105 貝塚市三ツ松１７０８番１ 072-421-2222 就労継続支援（Ｂ型）

特定非営利活動法人　四ッ葉のク
ローバー

597-0105 貝塚市三ツ松１４４９番地４ 072-421-2424 就労継続支援（Ｂ型）

さらなサプリ 598-0001 泉佐野市上瓦屋６６１－２ 072-493-2328 就労継続支援（Ｂ型）

すぷらうと 598-0005
泉佐野市市場東二丁目１３番１８号　関
西ホームビル４階

072-462-3910 就労継続支援（Ｂ型）

くろすびぃ 598-0007
泉佐野市上町三丁目１１番１号　松本ビ
ル５Ｆ

072-442-6728 就労継続支援（Ｂ型）

ハートサポートふれあい 598-0011
泉佐野市高松北一丁目１－２　サンセリ
テ祥　２階、３階

072-464-7349 就労継続支援（Ｂ型）

シンワークス　泉佐野 598-0012
泉佐野市高松東一丁目１０番３７号　泉
佐野センタービル５階

080-7364-4502 就労継続支援（Ｂ型）

ふふふ 598-0014 泉佐野市葵町二丁目4番22号 072-461-2264 就労継続支援（Ｂ型）

ワークＳＥＥＤ 598-0015
泉佐野市高松南三丁目１－４１－１０２
号

072-449-1820 就労継続支援（Ｂ型）

さに～ 598-0021 泉佐野市日根野３７２６番地の１ 072-477-2049 就労継続支援（Ｂ型）

ハートフェルトフローラルプロ
ジェクト

598-0021 泉佐野市日根野２２８７番地６ 072-467-1158 就労継続支援（Ｂ型）

ウージ　ひねの 598-0021 泉佐野市日根野４３４１－９ 072-493-2057 就労継続支援（Ｂ型）

ささゆり作業所 598-0022 泉佐野市土丸９０４番地 072-459-7024 就労継続支援（Ｂ型）

ふふふ 598-0034 泉佐野市長滝１１６４ 072-468-0222 就労継続支援（Ｂ型）

ほっとハート 598-0034 泉佐野市長滝１２５５－１ 072-429-9619 就労継続支援（Ｂ型）

こくーえ 598-0035
泉佐野市南中樫井６３４－５　マルス
ター１０１号

072-479-8811 就労継続支援（Ｂ型）

ベルカント 598-0043 泉佐野市大西２丁目３番３号 072-493-2251 就労継続支援（Ｂ型）

ぽじしょん 598-0044 泉佐野市笠松２丁目１－１６ 072-415-3006 就労継続支援（Ｂ型）

ＹＥＬＬＯＷ 598-0047 泉佐野市りんくう往来南５番地の２５ 072-462-8811 就労継続支援（Ｂ型）

アイビー 598-0054 泉佐野市栄町７－２３ 072-468-7707 就労継続支援（Ｂ型）

チャレンジド就労支援センターホ
ライズン

598-0062 泉佐野市下瓦屋２２０－１ 072-461-0567 就労継続支援（Ｂ型）

ぐりーんべーす 598-0062
泉佐野市下瓦屋４丁目１－１０　第２あ
さひビル１Ｆ・２Ｆ

072-447-9005 就労継続支援（Ｂ型）

有限会社フクシライフ 598-0062
泉佐野市下瓦屋２丁目２番７７号　いこ
らも～る泉佐野２階　２２７区画

072-493-2339 就労継続支援（Ｂ型）

ＳＯＳＨＩＮ　ＳＣＥ 598-0062
泉佐野市下瓦屋３丁目１－１　有本医療
ビル２階

072-479-3982 就労継続支援（Ｂ型）

ｓｐａｃｅしえる 598-0062 泉佐野市下瓦屋５１－５０ 090-2047-0572 就労継続支援（Ｂ型）

りんごの樹 598-0071 泉佐野市鶴原２８０６ 072-464-9883 就労継続支援（Ｂ型）

ワークさらな 598-0071 泉佐野市鶴原３９８－３ 072-463-6011 就労継続支援（Ｂ型）

障がい福祉サービス事業所　いし
じ

598-0092 泉南郡田尻町吉見４３２番地５ 072-447-5197 就労継続支援（Ｂ型）

ワークサポートステーションス
ウェル

599-0201 阪南市尾崎町５丁目１３－１５ 072-473-8000 就労継続支援（Ｂ型）

のどか 599-0201 阪南市尾崎町５０８－３ 072-473-2374 就労継続支援（Ｂ型）

下出作業所 599-0202 阪南市下出４８５番地５ 072-472-4084 就労継続支援（Ｂ型）

マジックブルーム 599-0202 阪南市下出２８９番地 072-470-1811 就労継続支援（Ｂ型）

ＭＡＨＡＬＯ　Ｃａｆｅ 599-0202
阪南市下出７２０－５　わくわくアベ
ニュー２階

072-447-8771 就労継続支援（Ｂ型）

結 599-0204 阪南市鳥取９７８番地の３ 072-488-7745 就労継続支援（Ｂ型）

あしあと 599-0204
阪南市鳥取４４７－１　きんこん館１０
７

072-447-6550 就労継続支援（Ｂ型）

さつき園 599-0211 阪南市鳥取中９番１号 072-471-6868 就労継続支援（Ｂ型）

ワークセンターぽけっと 599-0214 阪南市山中渓４５８番地 072-472-9977 就労継続支援（Ｂ型）

Ｍｙｔｈ　ｄｅ　Ｓｍｉｌｅ 599-0221 阪南市石田９２４－２ 072-473-0777 就労継続支援（Ｂ型）

舞グリーンフレンズ 599-0224 阪南市舞三丁目４１番１号 072-471-9595 就労継続支援（Ｂ型）

ハートワークひだまり 599-0232 阪南市箱作３５５番地の３ 072-476-0539 就労継続支援（Ｂ型）

多機能型事業所　レインボー 599-0232 阪南市箱作１１０３番地 072-474-4887 就労継続支援（Ｂ型）

いにしき 599-0301 泉南郡岬町淡輪８００－３ 072-425-0865 就労継続支援（Ｂ型）

愛の家「工房みさき」 599-0311 泉南郡岬町多奈川谷川１６５８番地１ 072-499-1123 就労継続支援（Ｂ型）

菩提の家 599-8103 堺市東区菩提町一丁５３番地１ 072-287-1584 就労継続支援（Ｂ型）

はたけの家ぼだい 599-8103 堺市東区菩提町二丁１５ 072-288-5775 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-298-5110 就労継続支援（Ｂ型）

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 072-285-5521 就労継続支援（Ｂ型）
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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６ 072-288-0938 就労継続支援（Ｂ型）

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２ 072-205-8840 就労継続支援（Ｂ型）

シーズファクトリー 599-8112 堺市東区日置荘原寺町４１４番地１ 072-290-7433 就労継続支援（Ｂ型）

ａｄａｐｔ 599-8112 堺市東区日置荘原寺町４０９番地１ 072-360-4305 就労継続支援（Ｂ型）

青い鳥 599-8114 堺市東区日置荘西町八丁１番１号 072-286-2260 就労継続支援（Ｂ型）

ハーベスト 599-8114 堺市東区日置荘西町三丁３８番３号 072-288-2223 就労継続支援（Ｂ型）

ＳＥＡＷＯＲＫＳ堺 599-8114 堺市東区日置荘西町二丁３９番４号 072-285-1877 就労継続支援（Ｂ型）

堺東部障害者作業所のあのあ 599-8121 堺市東区高松１０６番地 072-287-5061 就労継続支援（Ｂ型）

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 072-239-5639 就労継続支援（Ｂ型）

うららのお店 599-8121 堺市東区高松２３８番地１ 072-230-0300 就労継続支援（Ｂ型）

シンスリー北野田（シンスリー太
子事業所）

599-8123 堺市東区北野田１０８４番地１２７号 0721-69-8083 就労継続支援（Ｂ型）

ナイスディ 599-8127 堺市東区草尾１４３５番地の１ 072-237-2259 就労継続支援（Ｂ型）

みのりの会作業所 599-8232 堺市中区新家町３１７番地１ 072-239-8002 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-289-1180 就労継続支援（Ｂ型）

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１ 072-290-7427 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-281-3077 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-260-4066 就労継続支援（Ｂ型）

未来図 599-8237 堺市中区深井水池町２８３５－１１ 070-1839-7775 就労継続支援（Ｂ型）

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

072-270-0380 就労継続支援（Ｂ型）

ピノキオ作業所 599-8238 堺市中区土師町四丁１４－１０ 072-239-2584 就労継続支援（Ｂ型）

スクエアりりいキッチン 599-8241 堺市中区福田５５４番地５ 072-350-1120 就労継続支援（Ｂ型）

らいく 599-8242
堺市中区陶器北１６８９番地４　北尾ビ
ル２階

072-289-1170 就労継続支援（Ｂ型）

きぼうの風 599-8247 堺市中区東山１０７番地２ 072-237-7180 就労継続支援（Ｂ型）

フェニックス 599-8247 堺市中区東山７２１番地４ 072-234-2341 就労継続支援（Ｂ型）

あゆら作業所 599-8251 堺市中区平井１７番地２ 072-201-7778 就労継続支援（Ｂ型）

就労継続支援Ｂ型こはな 599-8251 堺市中区平井１２４－１ 072-320-9086 就労継続支援（Ｂ型）

さくら作業所 599-8261 堺市中区堀上町１５８－４ 072-220-6027 就労継続支援（Ｂ型）

Ｄｅａｒ－Ｌ（デアエル） 599-8262 堺市中区八田北町５９５番１の２ 072-248-5988 就労継続支援（Ｂ型）

ニコイチ 599-8262 堺市中区八田北町５８６－１　１０１号 072-248-6149 就労継続支援（Ｂ型）

レイクファーム 599-8265 堺市中区八田西町三丁５番５３号 072-276-1170 就労継続支援（Ｂ型）

グロウアップ 599-8266 堺市中区毛穴町２１－１ 072-247-5445 就労継続支援（Ｂ型）

ワークステーションこうせん 599-8267 堺市中区八田寺町５０４－４ 072-370-1418 就労継続支援（Ｂ型）

プレイズ 599-8271 堺市中区深井北町３４６２ 072-275-7092 就労継続支援（Ｂ型）

げんき作業所 599-8272 堺市中区深井中町１１９７番地１ 072-277-1802 就労継続支援（Ｂ型）

マハロＷｏｒｋｓ 599-8272 堺市中区深井中町１４１２－６ 072-343-1963 就労継続支援（Ｂ型）

サニー・サイト 599-8273 堺市中区深井清水町３６５０番１ 072-281-3359 就労継続支援（Ｂ型）

ひまわり倶楽部 599-8273 堺市中区深井清水町３９９１番地 072-278-6494 就労継続支援（Ｂ型）

作業所ホクレア（第２作業所ホク
レア）

599-8275 堺市中区東八田３９７番地１ 072-247-5959 就労継続支援（Ｂ型）

福祉事業所すばる 618-0013 三島郡島本町江川２丁目２番２号 075-961-1691 就労継続支援（Ｂ型）

デイセンター　ふらっぷ 618-0022 三島郡島本町桜井三丁目４番２号 075-925-5223 就労継続支援（Ｂ型）

施設入所支援

事業所名称 郵便番号 所在地 ＴＥＬ サービス種類

中津学園 531-0071 大阪市北区中津二丁目５番４号 06-6371-3000 施設入所支援

だんけのそのポレポレクラブ 532-0013 大阪市淀川区木川西四丁目５番４０号 06-6885-7811 施設入所支援

希望の園 532-0022 大阪市淀川区野中南二丁目１０番３５号 06-6301-5265 施設入所支援

アンダンテ加島 532-0031 大阪市淀川区加島一丁目３６番４６号 06-4806-6780 施設入所支援

障害者支援施設エフォール 533-0023 大阪市東淀川区東淡路一丁目４番４９号 06-6325-3315 施設入所支援

ハニカム 533-0032 大阪市東淀川区淡路三丁目１３番３７号 06-6322-8206 施設入所支援

すみれ愛育館 536-0001 大阪市城東区古市一丁目１９番１５号 06-6931-3872 施設入所支援

つるみの郷 538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目２番２２号 06-6913-0441 施設入所支援

日本ライトハウスきらきら 538-0042 大阪市鶴見区今津中二丁目４番３７号 06-6961-5521 施設入所支援

障害者支援施設知恩寮 543-0017 大阪市天王寺区城南寺町１番１０号 06-6761-1663 施設入所支援

法然寮 543-0017 大阪市天王寺区城南寺町１番１０号 06-6761-1663 施設入所支援

指定障害者支援施設豊生園 544-0033 大阪市生野区勝山北四丁目１４番２８号 06-6716-1202 施設入所支援

障害者支援施設アテナ平和 545-0003 大阪市阿倍野区美章園三丁目７番２号 06-6629-2062 施設入所支援

今林の里 546-0001 大阪市東住吉区今林三丁目１番８７号 06-6791-1211 施設入所支援

ヴァンサンクの郷 546-0024
大阪市東住吉区公園南矢田三丁目１３番
２２号

06-6609-4510 施設入所支援
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永寿の里彩羽 547-0014
大阪市平野区長吉川辺三丁目２０番１４
号

06-6700-0500 施設入所支援

大阪市更生療育センター 547-0026 大阪市平野区喜連西六丁目２番５５号 06-6797-6681 施設入所支援

障害者支援施設北村園 551-0032 大阪市大正区北村三丁目５番１０号 06-6552-8070 施設入所支援

障害者支援施設ふくろうの杜 551-0032 大阪市大正区北村三丁目５番１２号 06-6552-2960 施設入所支援

福島育成園 553-0001 大阪市福島区海老江一丁目８番８号 06-6456-0560 施設入所支援

障害者支援施設いまみや 557-0003
大阪市西成区天下茶屋北一丁目３番１９
号

06-6632-6403 施設入所支援

第一博愛 557-0063 大阪市西成区南津守一丁目４番７号 06-6656-7001 施設入所支援

大阪府立障害者自立センター 558-0001 大阪市住吉区大領三丁目２番３６号 06-6692-2971 施設入所支援

大阪市立敷津浦学園 559-0015
大阪市住之江区南加賀屋三丁目１０番２
７号

06-6683-3300 施設入所支援

障がい者支援施設みずほおおぞら 561-0891 豊中市走井三丁目５番３５号 06-6848-3644 施設入所支援

三恵園 563-0013 池田市中川原町１３番地の１ 072-753-4401 施設入所支援

ともがき 563-0113 豊能郡能勢町倉垣６０番地 072-737-2133 施設入所支援

くりのみ園 563-0123 豊能郡能勢町下田尻２０番地 072-735-2212 施設入所支援

指定障害者支援施設北摂信愛園 563-0217 豊能郡豊能町川尻７２番地の５ 072-739-0456 施設入所支援

第２三恵園 563-0352 豊能郡能勢町大里２２２－５ 072-734-3405 施設入所支援

千里みおつくしの杜くりのみ寮 565-0874 吹田市古江台六丁目２番６号 06-6871-2113 施設入所支援

千里みおつくしの杜かしのみ寮 565-0874 吹田市古江台六丁目２番６号 06-6871-2113 施設入所支援

摂津市立みきの路 566-0032 摂津市桜町二丁目１番７号 072-632-2203 施設入所支援

茨木療護園 568-0084 茨木市大字安元２７番地 072-649-3284 施設入所支援

第２茨木学園 568-0097 茨木市大字泉原７０番地 072-649-2800 施設入所支援

茨木学園 568-0097 茨木市大字泉原３７番地の１ 072-649-4900 施設入所支援

サンライズ 568-0097 茨木市大字泉原３７番地７ 072-649-1110 施設入所支援

地域生活支援センター光 569-1032 高槻市宮之川原二丁目９番１号 072-680-1110 施設入所支援

三島の郷 569-1051 高槻市大字原９２４番地４ 072-688-0768 施設入所支援

萩の杜 569-1054 高槻市萩谷１４－１ 072-699-0099 施設入所支援

隆光学園 572-0855 寝屋川市寝屋南二丁目１５番１号 072-822-0123 施設入所支援

第二わらしべ園 573-0103 枚方市長尾荒阪二丁目３５４５番地 072-850-8406 施設入所支援

わらしべ園 573-0103 枚方市長尾荒阪二丁目３５４５番地 072-850-5507 施設入所支援

指定障害者支援施設津田療護園 573-0122 枚方市津田東町二丁目１番１号 072-858-1755 施設入所支援

障がい者支援施設みどりの里 574-0011 大東市北条六丁目２２３０番地の２ 072-803-2946 施設入所支援

なわて更生園 575-0022 四條畷市大字南野2463番地 072-876-3334 施設入所支援

交野自立センター 576-0063 交野市寺四丁目５９０番地の１ 072-893-4523 施設入所支援

東福六万寺 579-8061 東大阪市六万寺町一丁目１６番１７号 072-984-2946 施設入所支援

四季の森なごみ 579-8063 東大阪市横小路町四丁目１０番２８号 072-920-4500 施設入所支援

四季の森 581-0853 八尾市楽音寺６０９番地 072-940-5500 施設入所支援

障がい者支援施設愛光園 581-0865 八尾市服部川三丁目７４番地２ 072-940-5100 施設入所支援

高井田苑 582-0015 柏原市大字高井田１０２０番地の５８ 072-975-3931 施設入所支援

ライフサポートなにわ 583-0857 羽曳野市誉田１７７２番地１ 072-957-0470 施設入所支援

科長の郷 583-0993 南河内郡太子町大字畑１００番地１ 0721-98-5000 施設入所支援

桃花塾　成人部 584-0008 富田林市大字喜志２０６７番地 0721-23-2076 施設入所支援

桃花塾　第二成人部 584-0008 富田林市大字喜志２０６７番地 0721-23-2076 施設入所支援

大阪府立こんごう福祉センターす
ぎのき寮

584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-34-2183 施設入所支援

大阪府立こんごう福祉センターし
いのき寮

584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-34-2184 施設入所支援

こんごう 584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-69-5036 施設入所支援

にじょう 584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-26-8013 施設入所支援

かつらぎ 584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-26-8002 施設入所支援

梅の里ホーム 584-0081 富田林市大字廿山２０番地の８ 0721-40-1511 施設入所支援

四天王寺悲田富田林苑 584-0082 富田林市向陽台一丁目３番２０号 0721-29-0320 施設入所支援

草笛の家 585-0014 南河内郡河南町大字白木１０３３番地４ 0721-90-3500 施設入所支援

あまの園 586-0094 河内長野市小山田町６７－８ 0721-56-7837 施設入所支援

パル・茅渟の里 590-0122 堺市南区釜室９９５番地１ 072-290-6880 施設入所支援

ピュアあすなろ 590-0156 堺市南区稲葉三丁１５８１番地 072-260-5570 施設入所支援

くまとり弥栄園 590-0405
泉南郡熊取町大久保南三丁目１３８０番
地の３

072-452-7030 施設入所支援

なかまの里 590-0441 泉南郡熊取町久保２３２９番地 072-453-7545 施設入所支援

熊取療育園 590-0457 泉南郡熊取町朝代東四丁目２２番１２号 072-453-5655 施設入所支援

大阪府立砂川厚生福祉センターつ
ばさ

590-0525 泉南市馬場三丁目1566番地 072-482-2881 施設入所支援

大阪府立砂川厚生福祉センターい
ぶき

590-0525 泉南市馬場三丁目１５６６番地 072-482-2881 施設入所支援

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 072-245-7485 施設入所支援

陵東館長曽根 591-8025 堺市北区長曾根町７１３番地の２ 072-259-0010 施設入所支援
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堺福泉療護園 593-8312 堺市西区草部３４１番地 072-271-0008 施設入所支援

ＩＬ伯太 594-0023 和泉市伯太町三丁目１３番５７号 0725-41-8191 施設入所支援

太平 594-0023 和泉市伯太町三丁目１３番６８号 0725-45-2760 施設入所支援

大阪ワークセンター 594-0031 和泉市伏屋町五丁目１０番１１号 0725-57-0883 施設入所支援

ピープルライテイングスクール泉
北

595-0801 泉北郡忠岡町高月北一丁目１２番２号 0725-46-3683 施設入所支援

山直ホーム 596-0102 岸和田市山直中町８４０番地 072-441-1343 施設入所支援

岸和田光生療護園 596-0815 岸和田市三ケ山町２１４番４ 072-443-0111 施設入所支援

岸和田採光学園 596-0815 岸和田市三ケ山町２１１番 072-443-0492 施設入所支援

岸和田光が丘療護園 596-0815 岸和田市三ケ山町３７９番地 072-443-0678 施設入所支援

岸和田光が丘学園 596-0815 岸和田市三ケ山町３７９番地 072-443-0678 施設入所支援

岸和田光生療護園　新館 596-0815 岸和田市三ケ山町２０５番地 072-448-5900 施設入所支援

貝塚こすもすの里 597-0042 貝塚市名越１０８７番地の５ 072-421-3838 施設入所支援

ゆかりの里 598-0023 泉佐野市大木１０番地 072-459-7814 施設入所支援

和泉の里 598-0023 泉佐野市大木２２４７番地の１ 072-459-7613 施設入所支援

障害者支援施設光園 598-0023 泉佐野市大木１１１７番地 072-459-7229 施設入所支援

障がい者支援施設泉ヶ丘療護園 598-0071 泉佐野市鶴原９３５番地の３ 072-458-6030 施設入所支援

愛の家「かがやき」 599-0301 泉南郡岬町淡輪１６００番地 072-494-0123 施設入所支援

就労定着支援

事業所名称 郵便番号 所在地 ＴＥＬ サービス種類

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪梅
田

530-0001
大阪市北区梅田一丁目１番３号　大阪駅
前第３ビル２階３７号

06-4797-3788 就労定着支援

ａｔＧＰジョブトレ梅田 530-0001
大阪市北区梅田一丁目１１番４号　大阪
駅前第４ビル２３階

06-7638-0040 就労定着支援

クロスジョブ梅田 530-0001
大阪市北区梅田一丁目１１番４号　大阪
駅前第４ビル１２階８号室

06-6136-6587 就労定着支援

ラポール梅田 530-0001
大阪市北区梅田一丁目２番２－１４００
号　大阪駅前第２ビル１４階２０号の２

06-6940-6407 就労定着支援

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪梅
田西

530-0001
大阪市北区梅田二丁目５番１０号　学情
梅田コンパスビル７Ｆ

06-6450-4466 就労定着支援

ミラトレ梅田 530-0001
大阪市北区梅田一丁目２番２号　大阪駅
前第２ビル　１１階１８号

06-6131-9693 就労定着支援

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪梅
田北

530-0012
大阪市北区芝田一丁目１０番１０号　芝
田グランドビル４階

06-6292-8041 就労定着支援

Ｌｉｉｍｏ南森町 530-0041
大阪市北区天神橋二丁目５番１６号　星
合ビル４階

06-6809-1640 就労定着支援

マイ・スタイル南森町事業所 530-0041
大阪市北区天神橋二丁目２番１０号　ワ
イズビル９Ｆ

06-6809-3353 就労定着支援

ニューロリワーク　梅田センター 530-0047
大阪市北区西天満二丁目１１番８号　ア
メリカンビル７０３

06-4397-4819 就労定着支援

アヴェク南森町 530-0047
大阪市北区西天満五丁目１番１５号　西
天満パークビル２号館５Ｆ

06-6366-0511 就労定着支援

アヴェク 530-0053
大阪市北区末広町２番３７号　米澤ビル
３Ｆ

06-6311-2611 就労定着支援

就労支援センター・ホープ・エッ
グ

531-0041 大阪市北区天神橋七丁目１３番１４号 06-6358-0705 就労定着支援

やすらぎの苑中津 531-0071
大阪市北区中津一丁目１８番８号　ＮＰ
ビル２Ｆ

06-4256-6238 就労定着支援

セイフティ事業所 531-0071
大阪市北区中津一丁目１７番２５号　中
津インタービル６Ｆ

06-6459-7533 就労定着支援

青空 531-0071
大阪市北区中津一丁目１７番２５号　中
津インタービル４階

06-6131-7797 就労定着支援

就労定着支援事業所Ｋａｉｅｎ大
阪天六

531-0074
大阪市北区本庄東一丁目１番１０号　Ｒ
ＩＳＥ８８ビル５０３・５０４号室

050-2018-7602 就労定着支援

就労定着支援事業所ウェルビー新
大阪センター

532-0011
大阪市淀川区西中島五丁目１３番１４号
共栄新大阪ビル３階

06-4862-6825 就労定着支援

チャレンジド・アソウ新大阪事業
所

532-0011
大阪市淀川区西中島一丁目１１番１６号
新大阪ＣＳＰビル本館１階

06-6309-7060 就労定着支援

ＪＳＮ新大阪 532-0011
大阪市淀川区西中島七丁目４番２１号
ホーククレセント第２ビル２Ｆ

06-6195-4591 就労定着支援

ＪＳＮ新大阪アネックス 532-0011
大阪市淀川区西中島五丁目３番４号　新
大阪高光ビル９Ｆ

06-6307-1717 就労定着支援

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス新大阪 532-0011
大阪市淀川区西中島七丁目１番８号
ウィンビル１階

06-6100-1750 就労定着支援

就労支援センター　ハーテス 532-0011
大阪市淀川区西中島四丁目５番２２号
レクシア西中島Ⅲ３０３

06-6476-9231 就労定着支援

ジョブジョイントおおさか 532-0023 大阪市淀川区十三東一丁目１番６号 06-6100-0150 就労定着支援

Ｌｉｎｋ 532-0031 大阪市淀川区加島一丁目６０番４６号 06-6308-7210 就労定着支援

ワークショップ　ジョイント 533-0022
大阪市東淀川区菅原四丁目４番４３号
ロイヤルハイム豊里１階

06-6195-5650 就労定着支援

リワークセンター新大阪 533-0033
大阪市東淀川区東中島一丁目２０番１４
号　東口ステーションビル８階

06-6327-2255 就労定着支援

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪京
橋

534-0024
大阪市都島区東野田町二丁目９番７号
Ｋ２ビル６階６０３号

06-6242-7555 就労定着支援
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ディスエイブルド就労支援セン
ター

534-0024
大阪市都島区東野田町一丁目２０番５号
４階

06-6882-6200 就労定着支援

就労定着支援事業所　きょうばし 534-0024
大阪市都島区東野田町五丁目５番１号
分野・正真会ビル１、２階

06-6357-7007 就労定着支援

ディーキャリアＩＴエキスパート
京橋オフィス

534-0024
大阪市都島区東野田町四丁目１番１７号
日本ロジックス大阪東野田ビル７階

06-6881-0777 就労定着支援

ワークセンター飛行船 535-0003 大阪市旭区中宮一丁目３番２６号 06-6956-9156 就労定着支援

今福事業所 536-0003 大阪市城東区今福南一丁目２番２４号 06-6933-0737 就労定着支援

マイ・スタイル深江橋事業所 536-0022 大阪市城東区永田四丁目１番８号　２Ｆ 06-6923-8600 就労定着支援

スリーピース 537-0013
大阪市東成区大今里南一丁目２番１１号
Ｏ．Ｔビル２階

06-6974-3339 就労定着支援

大阪障害者就労支援センター 537-0014
大阪市東成区大今里西一丁目２９番１４
号　富士火災今里ビル４Ｆ

06-6976-6060 就労定着支援

日本ライトハウスきらきら 538-0042 大阪市鶴見区今津中二丁目４番３７号 06-6961-5521 就労定着支援

えるえる 540-0006 大阪市中央区法円坂一丁目１番３５号 06-6941-4510 就労定着支援

エンカレッジ天満橋 540-0008
大阪市中央区大手前一丁目７番３１号
ＯＭＭビル１８Ｆ

06-4790-9870 就労定着支援

大阪ろう就労支援センター 540-0024 大阪市中央区南新町一丁目１番２号７階 06-6941-8111 就労定着支援

リーパス・リテンションサポート 540-0025
大阪市中央区徳井町二丁目２番９号　米
澤ビル３０１号

06-6920-1518 就労定着支援

チャレンジド・アソウ大阪事業所 540-0026
大阪市中央区内本町二丁目４番１６号
オフィスポート内本町９階

06-6809-2456 就労定着支援

就労定着支援リアン 540-0026
大阪市中央区内本町一丁目２番１３号
谷四ばんらいビル６２号

090-4091-0018 就労定着支援

就労定着支援リアン谷町 540-0026
大阪市中央区内本町一丁目２番１４号
秀和ビル１０階

06-6940-0877 就労定着支援

エンカレッジ大阪 541-0052
大阪市中央区安土町三丁目５番６号　ナ
カヒロビル２Ｆ

06-4705-7401 就労定着支援

チャレンジアップ 541-0058
大阪市中央区南久宝寺町一丁目９番８号
ダイキビル５階

06-6226-7741 就労定着支援

リワークセンター本町 541-0058
大阪市中央区南久宝寺町四丁目１番１号
イデア御堂筋９Ｆ

06-6252-0888 就労定着支援

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪心
斎橋

542-0081
大阪市中央区南船場二丁目５番１２号
クリスタファイブ９階

06-6267-0860 就労定着支援

リトハウス長堀橋 542-0081
大阪市中央区南船場二丁目４番２０号
大阪福谷ビル７階・８階

06-6226-8431 就労定着支援

支援センターｉｓｈ 543-0001
大阪市天王寺区上本町七丁目１番７号
ベルヴィ上本町２Ｆ

06-6772-0032 就労定着支援

ＪＯＩＮ 543-0002 大阪市天王寺区上汐五丁目２番３号 06-6771-9150 就労定着支援

ワークセンター中授 543-0026 大阪市天王寺区東上町４番１７号 06-6772-4771 就労定着支援

ネクストステージエイブル 543-0053 大阪市天王寺区北河堀町８番１３号 06-6771-8851 就労定着支援

いわき生野学園ティンカーベル
ファクト

544-0004 大阪市生野区巽北二丁目１８番９号 06-6753-0008 就労定着支援

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪天
王寺

545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５番１号
あべのルシアス１１Ｆ

06-6636-8520 就労定着支援

就労定着支援事業所ウェルビー大
阪天王寺駅前センター

545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋二丁目１番２９
号　ＡＩＴビル３階

06-4703-3252 就労定着支援

クロスジョブ阿倍野 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目１０番１
号　あべのベルタ７階７００１号室

06-6646-1380 就労定着支援

リワークセンター天王寺 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目３番１５
号　阿倍野共同ビル５階

06-6621-2227 就労定着支援

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪あ
べの

545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋二丁目１番３７
号　東陽ビル６Ｆ

06-6626-3138 就労定着支援

もくれん就労ｆｏｒｍマスタード 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田一丁目２４番２
５号

06-6706-8600 就労定着支援

就労定着支援いちご 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田三丁目４番３号 06-6769-1517 就労定着支援

ワークステージやた 546-0023 大阪市東住吉区矢田二丁目１３番１４号 06-6115-6621 就労定着支援

就労継続支援センターステップワ
ン

547-0002 大阪市平野区加美東五丁目２番３２号 06-6792-0566 就労定着支援

スカイ・アンドロメダ 547-0024
大阪市平野区瓜破二丁目１番６４号　平
野ビル２０１

06-6702-0212 就労定着支援

サテライト・オフィス平野 547-0026
大阪市平野区喜連西四丁目７番１６号
石光ビル

06-4302-8977 就労定着支援

ワークセンターいまがわ 547-0048
大阪市平野区平野馬場一丁目１１番１１
号

06-6794-5678 就労定着支援

ＬＩＩＭＯ阿波座 550-0004
大阪市西区靱本町三丁目３番３号　サウ
ザント岡崎橋ビル６０１号室

06-6459-6800 就労定着支援

マイ・スタイル本町事業所 550-0011
大阪市西区阿波座一丁目１３番１３号
サムティ西本町中央ビル１００４

06-6534-6200 就労定着支援

エンカレッジ心斎橋 550-0013
大阪市西区新町一丁目４番２６号　ニッ
ケ四ツ橋ビル２Ｆ

06-6535-8585 就労定着支援

Ｌｅｔ’ｓ大正 551-0002
大阪市大正区三軒家東一丁目１２番２７
号　アドヴァンスライフ２階

06-6553-7716 就労定着支援

桜ほのぼの苑姫島事業所 555-0033 大阪市西淀川区姫島五丁目１０番２１号 06-6829-6201 就労定着支援

み・らいずワークス　定着支援セ
ンター

556-0016
大阪市浪速区元町二丁目８番５号　元町
クロスビル　２階

050-5840-3114 就労定着支援

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス大阪な
んば

556-0016
大阪市浪速区元町一丁目５番７号　ナン
バプラザビル８階８０４

06-6632-1644 就労定着支援
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総合就労支援福祉施設にしなりＷ
ｉｎｇ

557-0061 大阪市西成区北津守三丁目６番４号 06-4392-2233 就労定着支援

就労定着支援スターピース 558-0004
大阪市住吉区長居東一丁目１８番１１号
第２ハピネス１０６・１０７号

06-7507-2194 就労定着支援

ＳＴＡＩＲ 558-0013
大阪市住吉区我孫子東２丁目７番１３ー
３０３号

06-6607-1160 就労定着支援

就労定着支援事業所南海ライフリ
レーションあびこ道

558-0033 大阪市住吉区清水丘三丁目１４番８１号 06-6676-6802 就労定着支援

ぴあどりーむ 559-0013
大阪市住之江区御崎六丁目１番３号　タ
カラビル２階

06-6681-7888 就労定着支援

ＳＯＬＡ 560-0021
豊中市本町三丁目１番５７号　ルミエー
ル豊中４０２

06-6842-7708 就労定着支援

ワンモア豊中 560-0021
豊中市本町一丁目１３番３４号　チェリ
オビル５０１号

06-6852-3007 就労定着支援

Ｎａｇｕ豊中 560-0021
豊中市本町４－１－２２　第１５千里ビ
ル２階Ｄ号室

06-6151-9673 就労定着支援

ときヨシエンタープライズ 561-0803 豊中市城山町一丁目１０番６号 06-6865-1210 就労定着支援

サポートセンターる～ぷ 561-0814 豊中市豊南町東二丁目６番１４号 06-6332-8866 就労定着支援

箕面市障害者雇用支援センター 562-0015
箕面市稲１丁目１１番２号　ふれあい就
労支援センター３階

072-723-8801 就労定着支援

就労支援センターみち 564-0032
吹田市内本町二丁目２番５号　旭トゥー
レ

06-6319-7831 就労定着支援

のぞみ共同作業所 564-0041 吹田市泉町五丁目９番６号 06-6338-1401 就労定着支援

ワークセンター千里 565-0874 吹田市古江台六丁目２番５号 06-6831-2862 就労定着支援

ＮＰＯ法人大阪精神障害者就労支
援ネットワークアクアクララ北大
阪

567-0005 茨木市五日市１－６－１７ 072-624-3911 就労定着支援

ＪＳＮ茨木 567-0031
茨木市春日一丁目１番５号　アルジェン
ト八崎２階

072-645-6633 就労定着支援

就労支援センターオンワーク 567-0801 茨木市総持寺一丁目４番１号 072-621-7318 就労定着支援

ラ・レコルト茨木 567-0816 茨木市永代町８－８－２０５ 072-626-2600 就労定着支援

すずらん 567-0888 茨木市駅前一丁目３番７－１０１号 072-631-9007 就労定着支援

就労支援センターフォルツァ 569-0071
高槻市城北町一丁目６番１９号　カンプ
リ城北ビル

072-670-2450 就労定着支援

ジョブジョイントおおさかたかつ
きブランチ

569-0072
高槻市京口町９番３号　関西産業ビル
１、４階

072-668-1123 就労定着支援

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス高槻 569-0803
高槻市高槻町１５－８　ダイエツビル６
Ｆ

072-686-6663 就労定着支援

支援センターはな 569-0803
高槻市高槻町４－３　高槻サタリービル
４Ｆ

072-668-1511 就労定着支援

ワークスポット 569-0814
高槻市富田町二丁目１－２４　ハイツエ
レガンス１階

072-696-4484 就労定着支援

ぷらす守口 570-0083
守口市京阪本通本町一丁目３番７号　高
田屋守口ビル４階

06-6998-1555 就労定着支援

ＪＳＮ門真 571-0030 門真市末広町４０番３号 06-6904-1905 就労定着支援

ブリーゼ 572-0030 寝屋川市池田本町３０番６号 072-838-7230 就労定着支援

就職ゼミナールＰａｓｓａｒｅ 572-0831 寝屋川市豊野町１３番２号 072-811-7005 就労定着支援

すばる・北斗福祉作業所 572-0853 寝屋川市大谷町７番１号 072-824-4664 就労定着支援

小路北町作業所 572-0865 寝屋川市小路北町１８番３０号 072-824-5075 就労定着支援

ラ・レコルト枚方 573-0027
枚方市大垣内町二丁目８－２２　シン
エービル２階

072-861-5101 就労定着支援

いまここテラスサポート 573-0027
枚方市大垣内町二丁目１７番３号　大垣
内御浜ビル３階

072-841-3558 就労定着支援

いまここテラス枚方サポート 573-0027
枚方市大垣内町二丁目１７番３号　大垣
内御浜ビル４階

072-808-6608 就労定着支援

ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス枚方 573-0032
枚方市岡東町１２番１号　ひらかたサン
プラザ１号館５階５０５・５０６号室

072-804-9009 就労定着支援

ぱぴるす 573-0112 枚方市尊延寺２２００番地 072-859-0245 就労定着支援

あゆみ歩 573-0163
枚方市長尾元町五丁目２１番６号　長栄
ビル３階

072-836-0888 就労定着支援

イーウィット 573-0164 枚方市長尾谷町一丁目１０１－１ 072-807-3682 就労定着支援

就労支援センターあんず 573-1106 枚方市町楠葉一丁目１２番３－１０１号 072-851-6606 就労定着支援

いまここテラスくずはサポート 573-1118
枚方市楠葉並木二丁目１３番８号　ビス
タシオンシマダ２階

072-800-1395 就労定着支援

ひらかた・にじ福祉工場 573-1154 枚方市招提東町二丁目３番１号 072-864-1055 就労定着支援

支援センターさくら 574-0036 大東市末広町１５番６号 072-871-0030 就労定着支援

ぷらす住道 574-0041
大東市浜町９番１５号　サンアイ第２ビ
ル３階

072-816-0555 就労定着支援

ワークボックス大東 574-0072
大東市深野三丁目２８番３号　アクティ
ブ・スクエア・大東３Ｆ

072-871-0999 就労定着支援

就労支援センターレジスタ 577-0023 東大阪市荒本一丁目４番３２号 06-6789-8500 就労定着支援

リセル布施 577-0056
東大阪市長堂二丁目３番２１号　布施駅
前ビル３階

06-6736-5850 就労定着支援

アプレンド 577-0809 東大阪市永和二丁目８番２号 06-7639-1401 就労定着支援

アミューオハナ 577-0824 東大阪市大蓮東三丁目５番２４号 06-7503-6897 就労定着支援
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リカバリースペースみーる 577-0841 東大阪市足代三丁目１番２２号 06-6732-3210 就労定着支援

はっぴぃネクスト 578-0924 東大阪市吉田八丁目６番６４号 072-966-0009 就労定着支援

就労サポートセンターふたつの花 578-0935 東大阪市若江東町二丁目３番２６号 06-7494-7626 就労定着支援

サポートスペース　ここりーど 578-0984 東大阪市菱江五丁目２番３４号 072-975-5707 就労定着支援

支援センターあまみ・ピカイチ 580-0032 松原市天美東１丁目５５番１号 072-331-9200 就労定着支援

エール近鉄八尾 581-0004
八尾市東本町三丁目６番１０号　たばこ
ビル３階

072-968-9673 就労定着支援

アントレー 581-0062
八尾市東太子二丁目３番２号　小谷ビル
２階

072-915-4558 就労定着支援

ワンモア八尾 581-0803
八尾市光町二丁目６９番地　藤増興産ビ
ル２階

072-975-5211 就労定着支援

さくら福祉訓練所 583-0007 藤井寺市林六丁目６番３０号　１階 072-926-8545 就労定着支援

サンク藤井寺 583-0024
藤井寺市藤井寺一丁目３番２１号　ハイ
ムセンチュリー１階

072-937-3325 就労定着支援

障害者地域生活支援センターわっ
と

583-0027
藤井寺市岡二丁目１２番６号　進和ビル
３階

072-930-0733 就労定着支援

ｗｏｒｋ　ｉｎ　ｐｅａｃｅ 584-0024
富田林市若松町２丁目３番２号　太陽ビ
ル２階２０５

0721-20-5588 就労定着支援

第２あしべ作業所 584-0024 富田林市若松町５丁目１４－２４ 0721-55-4570 就労定着支援

ぽらりす 585-0002 南河内郡河南町大字一須賀７６８－１ 0721-70-7222 就労定着支援

地域生活総合支援センターきらら 586-0024 河内長野市西之山町２番２１号 0721-53-5989 就労定着支援

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 072-229-9192 就労定着支援

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

072-275-6767 就労定着支援

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

072-225-5615 就労定着支援

ソース堺東 590-0079 堺市堺区新町３番７号　ＳＴＣビル６階 072-225-1010 就労定着支援

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 072-245-7485 就労定着支援

クロスジョブ堺 590-0952
堺市堺区市之町東六丁２－１６　堺東Ｅ
Ｈ第二ビル２階

072-225-1540 就労定着支援

ジョブサポート風の彩 591-8021 堺市北区新金岡町五丁４－１０４ 072-246-9901 就労定着支援

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

072-247-4001 就労定着支援

Ｗｏｒｋｓこまめ 594-1104
和泉市万町６２番地の１　メゾン・
ドゥ・セラ１階

0725-55-7773 就労定着支援

ワークショップかりん 595-0023 泉大津市豊中町２－８－１９ 0725-21-2943 就労定着支援

ウィズイットとらいあんぐる 595-0033 泉大津市板原町二丁目１２番４６号 0725-32-6778 就労定着支援

コラール明日架 595-0037 泉大津市虫取町一丁目８９－１ 0725-90-5612 就労定着支援

みなと 595-0054 泉大津市汐見町８５番地の１ 0725-20-3710 就労定着支援

ワークスタジオきぼう 596-0823
岸和田市下松町三丁目４番１号Ａ棟１１
０号

072-493-6977 就労定着支援

ＹＥＬＬＯＷｐｌｕｓ 597-0061 貝塚市浦田８８番地７ 072-433-8811 就労定着支援

ワークサポートらぱん 597-0073 貝塚市脇浜１丁目１５番１５号 072-437-5525 就労定着支援

ワークサポートステーションス
ウェル

599-0201 阪南市尾崎町５丁目１３－１５ 072-473-8000 就労定着支援

ワークスタジオ☆まごころ 599-0202
阪南市下出３７－５　プライマリー医療
ビル３階

072-471-3904 就労定着支援

菩提の家 599-8103 堺市東区菩提町一丁５３－１ 072-287-1584 就労定着支援

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 06-6975-3370 就労定着支援

自立生活援助

事業所名称 郵便番号 所在地 ＴＥＬ サービス種類

イーハトーブ風の家 533-0014 大阪市東淀川区豊新四丁目１９番２７号 06-6324-7011 自立生活援助

障がい児者生活支援センターひま
わり

538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目２番２５号 06-6913-3377 自立生活援助

自立支援センター・エポック 544-0004
大阪市生野区巽北四丁目１３番２３号
勝山東ガーデンハイツ１０３

06-6756-0807 自立生活援助

ライフステージあべの 545-0041 大阪市阿倍野区共立通一丁目４番１４号 06-6115-6687 自立生活援助

見守りいちご 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田三丁目４番３号 06-6769-1517 自立生活援助

かえる 546-0023 大阪市東住吉区矢田三丁目１６番８号 06-6699-7699 自立生活援助

ほたる 551-0031
大阪市大正区泉尾三丁目１番３号　ツイ
ン永楽２０４号

06-6585-9276 自立生活援助

相談支援　げんきな郷 555-0001
大阪市西淀川区佃四丁目８番６－２０２
号

06-6475-0113 自立生活援助

姫島風の家 555-0033 大阪市西淀川区姫島五丁目３番１６号 06-6477-8730 自立生活援助

風の輪 555-0033 大阪市西淀川区姫島六丁目３番５号 06-4808-3080 自立生活援助

ほわいとまっぷ 557-0022 大阪市西成区中開二丁目５番１号 06-7777-1283 自立生活援助

ヘルプセンターぴっとｉｎ 559-0024 大阪市住之江区新北島一丁目２番１号 06-4702-4737 自立生活援助

サポートセンターる～ぷ 561-0814 豊中市豊南町東二丁目６番１４号 06-6332-8866 自立生活援助

寝屋川市障害者地域生活支援セン
ターあおぞら

572-0832 寝屋川市本町５番３７号 072-823-2360 自立生活援助

あーす 574-0027 大東市三住町２番１号 072-874-9900 自立生活援助
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ハートフル大東 574-0045 大東市太子田一丁目１２番３１号 072-889-1025 自立生活援助

のぞみ相談支援センター 574-0076 大東市曙町１番２４号 072-863-2211 自立生活援助

フォレスト 577-0809
東大阪市永和二丁目８番３号　３０７号
室

06-6723-6518 自立生活援助

オラシオン 577-0841
東大阪市足代三丁目１番７号　布施南ビ
ル３階

06-6730-9898 自立生活援助

わこう 590-0457 泉南郡熊取町朝代東４丁目１１番４号 072-493-2159 自立生活援助

ステップ 590-0503 泉南市新家４２９６番地 072-483-5680 自立生活援助

オズ自立生活援助事業所 595-0066 泉大津市菅原町１０番３３号 0725-33-6001 自立生活援助

地域生活サポート社協 596-0076 岸和田市野田町一丁目５番５号 072-439-8241 自立生活援助

まぁーるい心 599-8112 堺市東区日置荘原寺町４６－２－３０１ 072-247-5673 自立生活援助

短期入所

事業所名称 郵便番号 所在地 ＴＥＬ サービス種類

ぷるみえ 530-0041
大阪市北区天神橋三丁目４番１１号　大
金ビル３階

06-6467-4136 短期入所

Ｅｎｊｏｙ　Ｌｉｆｅ　Ｉｎ　Ｐ
ｅａｃｅ

530-0043
大阪市北区天満一丁目１８番５号　天満
コーモドビル２Ｆ

06-7182-2110 短期入所

社会福祉法人光徳寺善隣館中津学
園

531-0071 大阪市北区中津二丁目５番４号 06-6371-3000 短期入所

短期入所事業所淀川暖気の苑 532-0013 大阪市淀川区木川西四丁目５番４０号 06-6885-7811 短期入所

アンダンテ加島 532-0031 大阪市淀川区加島一丁目３６番４６号 06-4806-6780 短期入所

なちゅらるショートステイ 532-0031 大阪市淀川区加島四丁目５番１０号 06-6195-3565 短期入所

コパンコピンの家 533-0004 大阪市東淀川区小松四丁目９番２８号 06-7894-2266 短期入所

ショートステイ花もも 533-0006 大阪市東淀川区上新庄二丁目１番４０号 06-4862-7075 短期入所

イーハトーブ風の家 533-0014 大阪市東淀川区豊新四丁目１９番２７号 06-6990-8270 短期入所

エフォール 533-0023 大阪市東淀川区東淡路一丁目４番４９号 06-6325-3315 短期入所

淀川キリスト教病院 533-0024 大阪市東淀川区柴島一丁目７番５０号 06-6322-2250 短期入所

ハニカム 533-0032 大阪市東淀川区淡路三丁目１３番３７号 06-6322-8206 短期入所

ショートステイエース 534-0012
大阪市都島区御幸町一丁目５番２１号
アルファ都島ビル２Ｆ

06-6922-0001 短期入所

大阪市立総合医療センター 534-0021
大阪市都島区都島本通二丁目１３番２２
号

06-6929-1221 短期入所

社会福祉法人正真会生活訓練施設
加光

534-0024 大阪市都島区東野田町五丁目5番16号 06-6351-8668 短期入所

豊里学園 535-0001 大阪市旭区太子橋一丁目１６番２４号 06-6951-2066 短期入所

グループホーム茶・茶 535-0002 大阪市旭区大宮一丁目８番５号 06-7505-8400 短期入所

縁 535-0004 大阪市旭区生江三丁目２８番２７号 06-6167-5507 短期入所

ショートステイアプリ 535-0011 大阪市旭区今市一丁目２番５号 06-6185-0002 短期入所

アッシュ短期入所 535-0011
大阪市旭区今市一丁目２番５号　ルネッ
サンスガーデンヒルズ２階

06-6951-8200 短期入所

短期入所　檣 535-0021 大阪市旭区清水二丁目１４番２８号 06-6953-7147 短期入所

Ｌｉｌｙ 535-0022
大阪市旭区新森五丁目８番６号　Ｎハウ
ス１０１号室

06-6167-5231 短期入所

ショートステイまほらま旭 535-0031 大阪市旭区高殿五丁目１２番１０号 06-7508-6311 短期入所

すみれ愛育館 536-0001 大阪市城東区古市一丁目１９番１５号 06-6931-3872 短期入所

フォーワーク 536-0001 大阪市城東区古市三丁目５番２号 06-6939-8998 短期入所

たんぽっぽ 536-0008 大阪市城東区関目二丁目１４番１１号 06-6932-2277 短期入所

ＳＳほっと・ステーション 536-0008
大阪市城東区関目四丁目７番１８号　３
階

06-6936-7006 短期入所

添 536-0013 大阪市城東区鴫野東三丁目２番５号 06-6167-5395 短期入所

社会医療法人　大道会　ボバース
記念病院

536-0023 大阪市城東区東中浜一丁目６番５号 06-6962-3131 短期入所

ショートステイぎふと 536-0023
大阪市城東区東中浜六丁目１４番２３号
エクセレント藤田１階店舗

06-6964-4157 短期入所

短期入所ぎふと 536-0024
大阪市城東区中浜三丁目２２番９号　緑
橋大発マンション１階店舗

06-7171-5283 短期入所

清心ぴっころ 537-0002 大阪市東成区深江南三丁目３番１９号 06-6657-7596 短期入所

ショートステイぺトルⅡ 537-0003 大阪市東成区神路四丁目１０番１号 06-6977-0305 短期入所

ショートステイペトルⅠ 537-0012 大阪市東成区大今里二丁目１１番２０号 090-9837-1556 短期入所

ショートステイぺトルⅢ 537-0012 大阪市東成区大今里二丁目３２番１０号 06-6977-0305 短期入所

ショートステイビクトワール 537-0023 大阪市東成区玉津三丁目１１番７号 06-6976-0598 短期入所

ウェルウェル東成 537-0025 大阪市東成区中道二丁目５番１０号 06-7410-2802 短期入所

つるみの郷 538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目２番２２号 06-6913-0441 短期入所

グループホームつばき短期入所 538-0032 大阪市鶴見区安田四丁目１番５１号 06-6939-1101 短期入所

日本ライトハウスきらきら 538-0042 大阪市鶴見区今津中二丁目４番３７号 06-6961-5521 短期入所

ショートステイ　空木 538-0043
大阪市鶴見区今津南一丁目１番２１号
クラシックビレッジ１００号室

06-4306-3917 短期入所

ショートステイ　はるの風 540-0013 大阪市中央区内久宝寺町２丁目７‐３１ 06-6762-8009 短期入所

グループホームあるふぁ 542-0076
大阪市中央区難波二丁目４番２２号　４
階・５階

090-8379-6739 短期入所
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障害者支援施設知恩寮 543-0017 大阪市天王寺区城南寺町１番１０号 06-6761-1663 短期入所

法然寮 543-0017 大阪市天王寺区城南寺町１番１０号 06-6761-1663 短期入所

いわき生野学園ネバーランドホー
ム

544-0002 大阪市生野区小路三丁目１８番７号 06-4309-5280 短期入所

いわき生野学園　ネバーランド
ホーム（ウェンディーハウス）

544-0002 大阪市生野区小路３丁目３番２６号 06-4309-5646 短期入所

はるのいえ大阪Ｂ 544-0006 大阪市生野区中川東二丁目４番１２号 06-4981-4919 短期入所

ショートステイＯＬＩＶＩＡ＋ 544-0011 大阪市生野区田島五丁目６番２９号 06-7896-8295 短期入所

結 544-0011 大阪市生野区田島五丁目１１番１号 06-6753-8074 短期入所

ショートステイＯＬＩＶＩＡ＋Ⅱ 544-0011 大阪市生野区田島三丁目８番１８号 06-7896-8295 短期入所

看護小規模多機能ホーム　なごみ
庵

544-0013 大阪市生野区巽中四丁目１番１号 06-6754-0025 短期入所

縁家 544-0013 大阪市生野区巽中二丁目１７番１０号 06-6756-7020 短期入所

短期入所　きずなの森 544-0023 大阪市生野区林寺二丁目１３番２１号 06-4306-5222 短期入所

グループホームｎｉｃｏ生野西 544-0024 大阪市生野区生野西四丁目１１番２７号 070-6542-9590 短期入所

ショートステイ　きりん 544-0025 大阪市生野区生野東一丁目９番４号 06-6777-8773 短期入所

指定障害者支援施設豊生園 544-0033 大阪市生野区勝山北四丁目１４番２８号 06-6716-1202 短期入所

グループホーム「一条通りの家」 544-0033
大阪市生野区勝山北五丁目１７番２５号
３階

06-7890-1006 短期入所

Ｔ’ｓ　Ｈｏｕｓｅ 544-0033
大阪市生野区勝山北三丁目１２番９号
クリスタル勝山１階

06-6712-0920 短期入所

ＯＬＩＶＩＡ＋ＨＯＭＥ　Ⅰ 544-0033 大阪市生野区勝山北三丁目６番１８号 06-7896-8295 短期入所

メゾン桃谷ＳＳ 544-0034 大阪市生野区桃谷四丁目１６番４号 06-6731-3266 短期入所

障害者支援施設アテナ平和 545-0003 大阪市阿倍野区美章園三丁目７番２号 06-6629-2062 短期入所

福祉型障害児入所施設平和寮 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町三丁目２７番２号 06-6621-4583 短期入所

単独型短期入所事業所リズム 545-0023 大阪市阿倍野区王子町一丁目８番２１号 06-6627-5500 短期入所

ショートステイ　あべの　マハラ
カ

545-0023 大阪市阿倍野区王子町一丁目８番３号 06-6624-6685 短期入所

ライフステージあべの短期事業所 545-0041 大阪市阿倍野区共立通一丁目４番１４号 06-6115-6687 短期入所

今林の里 546-0001 大阪市東住吉区今林三丁目１番８７号 06-6791-1211 短期入所

らいとほーむ 546-0003 大阪市東住吉区今川四丁目４番２０号 06-7222-1248 短期入所

私の家なでしこ 546-0012 大阪市東住吉区中野四丁目１５番２３号 06-6705-2200 短期入所

きらら 546-0013
大阪市東住吉区湯里四丁目１８番３号
湯里ハイツＡ

06-4305-7737 短期入所

ショートステイふれあいの家 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田七丁目９番１３
号

06-6769-7545 短期入所

ショートステイ　るぴなす・ふじ 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田九丁目５番３号 06-6760-7721 短期入所

あったかハウス 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田九丁目１６番１
０号

06-6777-9081 短期入所

グループホーム　幸樹 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田六丁目１番１５
－４０３号

06-7890-8415 短期入所

ルポゼ 546-0023 大阪市東住吉区矢田五丁目９番８号 06-7668-2468 短期入所

ファミリエ 546-0023 大阪市東住吉区矢田四丁目１６番１７号 06-6696-8223 短期入所

かえる 546-0023 大阪市東住吉区矢田三丁目１６番８号 06-6699-7699 短期入所

とまり木 546-0023
大阪市東住吉区矢田一丁目１０番６－２
０１号

06-7410-1861 短期入所

ヴァンサンクの郷 546-0024
大阪市東住吉区公園南矢田三丁目１３番
２２号

06-6609-4510 短期入所

めぞん・ど・ぽとふ 546-0024
大阪市東住吉区公園南矢田三丁目１１番
１８号

06-6917-1704 短期入所

私の家なでしこ南田辺 546-0033 大阪市東住吉区南田辺五丁目７番１７号 06-6608-3939 短期入所

大阪発達総合療育センターフェ
ニックス

546-0035 大阪市東住吉区山坂五丁目１１番２１号 06-6699-8731 短期入所

大阪発達総合療育センター　わか
ば

546-0035 大阪市東住吉区山坂五丁目１１番２１号 06-6699-8731 短期入所

ファミリエⅡ 546-0043 大阪市東住吉区駒川三丁目２２番１号 06-7171-6798 短期入所

グループホームＡＲＯＨＡ 547-0001 大阪市平野区加美北六丁目１４番６号 06-7221-0546 短期入所

グループホーム海 547-0001 大阪市平野区加美北四丁目１０番２号 06-7709-4849 短期入所

ひまわり 547-0001 大阪市平野区加美北八丁目６番１７号 06-6791-6822 短期入所

オレンジホーム 547-0003 大阪市平野区加美南五丁目１番１９号 06-6795-7575 短期入所

スマイル 547-0011 大阪市平野区長吉出戸七丁目８番３号 06-6790-4700 短期入所

ショートステイ晴る家 547-0013
大阪市平野区長吉長原東三丁目１３番２
２号

06-6700-0695 短期入所

だんだん 547-0013
大阪市平野区長吉長原東二丁目６番１
２ー４１０号

06-4302-7020 短期入所

永寿の里彩羽 547-0014
大阪市平野区長吉川辺三丁目２０番１４
号

06-6700-0500 短期入所

れんこん 547-0022 大阪市平野区瓜破東八丁目７番２号 06-6700-0565 短期入所

小規模多機能型ホームくらしさ瓜
破東

547-0022 大阪市平野区瓜破東八丁目１番１３号 06-4302-3434 短期入所

大和川園短期入所事業 547-0023 大阪市平野区瓜破南二丁目４番１２４号 06-6708-4573 短期入所

アトリエインカーブ 547-0023 大阪市平野区瓜破南一丁目１番１８号 06-6707-0165 短期入所
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大阪市更生療育センター 547-0026 大阪市平野区喜連西六丁目2番55号 06-6797-6681 短期入所

ショートステイ　Ｓｅｅｄｓ 547-0045 大阪市平野区平野上町一丁目３番６号 06-6793-4355 短期入所

花の彩 547-0048 大阪市平野区平野馬場一丁目６番１０号 06-6796-7225 短期入所

灯 550-0014
大阪市西区北堀江四丁目４番１号　グラ
ンド西長堀５０４号室・９０４号室・５
０３号室

06-4390-0130 短期入所

ショートステイにし 551-0003
大阪市大正区千島三丁目２１番１９号
比嘉ビル１Ｆ

06-6584-1614 短期入所

廣陽荘 551-0031 大阪市大正区泉尾一丁目１７番２７号 06-6695-7442 短期入所

グループホーム　きぼう 551-0031 大阪市大正区泉尾二丁目２０番１８号 06-4394-5300 短期入所

障害福祉サービス事業北村園（短
期入所）

551-0032 大阪市大正区北村三丁目５番１０号 06-6552-8070 短期入所

障害福祉サービス事業ふくろうの
杜（短期入所）

551-0032 大阪市大正区北村三丁目５番１２号 06-6552-2960 短期入所

短期入所施設　桜 551-0032 大阪市大正区北村一丁目１７番２８号 06-7891-7311 短期入所

地域生活援助事業所メープル 552-0001 大阪市港区波除六丁目４番１４号 06-6584-9261 短期入所

グリーンハート南市岡 552-0002
大阪市港区市岡元町二丁目５番１９－１
０３号

06-6710-9745 短期入所

ショートステイあゆみ 552-0007 大阪市港区弁天三丁目７番３号 06-6599-1717 短期入所

指定短期入所事業所　福島育成園 553-0001 大阪市福島区海老江一丁目８番８号 06-6456-0560 短期入所

晴れたらいいなぁ 554-0002 大阪市此花区伝法三丁目９番１２号 06-6460-1367 短期入所

がやがや 555-0013 大阪市西淀川区千舟二丁目８番２８号 06-6471-7729 短期入所

姫島風の家 555-0033 大阪市西淀川区姫島五丁目３番１６号 06-6477-8730 短期入所

グループホームあずき 555-0033
大阪市西淀川区姫島五丁目３番２８－３
０１号

06-6459-9913 短期入所

やまびこ 555-0033 大阪市西淀川区姫島五丁目１３番１２号 06-6475-6655 短期入所

社会医療法人愛仁会　千船病院 555-0034 大阪市西淀川区福町三丁目２番３９号 06-6471-9541 短期入所

ＣＯＣＯｄｅＰＳ恵美須Ａ 556-0003 大阪市浪速区恵美須西三丁目５番４号 06-6643-9011 短期入所

石井記念愛染園　附属愛染橋病院 556-0005 大阪市浪速区日本橋５丁目１６番１５号 06-6633-2801 短期入所

ファイトハウス 556-0011
大阪市浪速区難波中三丁目１７番５号
グランベガ難波

06-6214-3939 短期入所

グループホーム健水 556-0011
大阪市浪速区難波中三丁目１７番５号
グランベガ難波３０１・３０２号室

06-6211-8637 短期入所

楽園 556-0016
大阪市浪速区元町二丁目１３番２０号
神田コーポ２階

06-6645-7722 短期入所

いまみや 557-0003
大阪市西成区天下茶屋北一丁目３番１９
号

06-6632-6403 短期入所

はっぴーぴーす 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋三丁目９番６号 06-6537-7917 短期入所

はっぴーれいんぼー 557-0011
大阪市西成区天下茶屋東二丁目１０番１
１号

06-6115-7086 短期入所

グループホーム・あいえる 557-0013 大阪市西成区天神ノ森二丁目９番１８号 06-6656-1785 短期入所

ほりごたつのおうち 557-0014 大阪市西成区天下茶屋二丁目５番２０号 06-6625-8812 短期入所

共同生活援助ピース併設型短期入
所

557-0025
大阪市西成区長橋三丁目６番３３号　増
井マンション３０４号室

06-6562-5800 短期入所

あおいとり 557-0031
大阪市西成区鶴見橋三丁目１番２０号
プチビル優美３Ｆ

06-7494-5058 短期入所

ショートステイジヨン 557-0032 大阪市西成区旭三丁目３番２５号 06-4398-3838 短期入所

サポートセンターあるす 557-0043 大阪市西成区玉出東二丁目２番３０号 06-4398-0073 短期入所

グループホームＱＯＬ 557-0051 大阪市西成区橘三丁目１４番８号 06-4967-7097 短期入所

いろり 557-0051 大阪市西成区橘三丁目１２番２号 06-6652-3705 短期入所

短期入所施設まごころ 557-0053 大阪市西成区千本北二丁目２２番４号 06-6627-9321 短期入所

グループホーム　ルポエール 557-0053 大阪市西成区千本北一丁目１１番３７号 06-7164-7581 短期入所

共同生活援助チャレンジ 557-0061 大阪市西成区北津守三丁目６番４号 06-4392-8700 短期入所

第一博愛 557-0063 大阪市西成区南津守一丁目４番７号 06-6656-7001 短期入所

ティーデザイン 557-0063
大阪市西成区南津守三丁目１番３６号
マンションアサノ２０２号室、３０２号
室、５０６号室

06-6616-7018 短期入所

大領地域の家であい短期入所 558-0001 大阪市住吉区大領五丁目６番２号 06-4700-2010 短期入所

まんてん　住吉長居 558-0003
大阪市住吉区長居二丁目２番１０号　ド
ムール明星１階２階

06-6690-5000 短期入所

グループホーム　ロング 558-0011 大阪市住吉区苅田二丁目１４番２号 06-6695-1115 短期入所

らんぷ 558-0011 大阪市住吉区苅田三丁目１番１０号 06-7507-1886 短期入所

ショートステイあいおい 558-0023 大阪市住吉区山之内三丁目１０番１４号 06-6690-0300 短期入所

グループホームみんなの家（おう
ち）

558-0042
大阪市住吉区殿辻一丁目２番３１号
ジュネス参番館１０１、１０３、２０８
号

06-6694-1750 短期入所

グループホーム　ニコリ　住吉 558-0043
大阪市住吉区墨江一丁目９番２５号
ウィステリア墨江３０３号

06-6910-4350 短期入所

地方独立行政法人大阪府立病院機
構大阪急性期・総合医療センター

558-8558 大阪市住吉区万代東三丁目１番５６号 06-6692-1201 短期入所

ヴィラミカエルＨｏｌｙＨｏｍｅ 559-0005
大阪市住之江区西住之江三丁目３番２７
号

06-7502-7887 短期入所
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ぴあほーむ 559-0012
大阪市住之江区東加賀屋一丁目１０番２
１号　塩田マンション２１０号室

06-6690-7784 短期入所

グループホーム　グリーンリーフ 559-0013 大阪市住之江区御崎二丁目１番２１号 090-4289-4974 短期入所

大阪市立敷津浦学園 559-0015
大阪市住之江区南加賀屋三丁目１０番２
７号

06-6683-3300 短期入所

ときホーム 559-0033

大阪市住之江区南港中三丁目９番２７号
サンコーポラス南港２７号棟１０１号室
１０２号室１０３号室１０４号室１０５
号室

06-4703-2525 短期入所

グループホームゆっくり 560-0023 豊中市岡上の町一丁目６番４７号 06-6842-7625 短期入所

豊泉家チャレンジドセンター豊中 560-0024 豊中市末広町三丁目２番２７号 06-6852-3850 短期入所

リールスステイ豊中 560-0031 豊中市蛍池北町３丁目１７－３２ 06-6858-7421 短期入所

きららの家 560-0084 豊中市新千里南町２丁目１番３２号 06-6835-1213 短期入所

独立行政法人国立病院機構大阪刀
根山医療センター

560-8552 豊中市刀根山５丁目１番１号 06-6853-2001 短期入所

グループホームみらい（短期入
所）

561-0807 豊中市原田中１丁目１４番２０号 06-6853-2400 短期入所

豊中市立障害福祉センターひまわ
り

561-0854 豊中市稲津町1－1－20 06-6866-1011 短期入所

ショートステイ　ほまれの実 561-0856 豊中市穂積２丁目１０番２０号 06-6868-9405 短期入所

あすなろ（短期入所） 561-0872 豊中市寺内一丁目１番１０号 06-6866-4830 短期入所

みずほおおぞら短期入所事業所 561-0891 豊中市走井三丁目５番３５号 06-6848-3644 短期入所

ひだまりの家 561-0893 豊中市宝山町１６－３ 06-6849-3707 短期入所

第１１つながりの家 562-0005 箕面市新稲三丁目１３番４９号 072-723-1186 短期入所

支援センターい～な・箕面育成園 562-0015 箕面市稲六丁目15番26号 072-727-3458 短期入所

ホームズみのお 562-0015 箕面市稲６丁目１５番２６号 072-727-3458 短期入所

豊泉家チャレンジドセンター箕面 562-0041 箕面市桜二丁目６番２７号 072-725-4170 短期入所

特別養護老人ホームハートフルふ
しお

563-0011 池田市伏尾町１２番地１ 072-754-2901 短期入所

三恵園 563-0013 池田市中川原町１３番地の１ 072-753-4401 短期入所

ともがき（短期入所） 563-0113 豊能郡能勢町倉垣６０番地 072-737-2133 短期入所

くりのみ園 563-0123 豊能郡能勢町下田尻２０番地 072-735-2212 短期入所

指定障害者支援施設北摂信愛園 563-0217 豊能郡豊能町川尻７２番地の５ 072-739-0456 短期入所

特別養護老人ホーム照葉の里 563-0252 箕面市下止々呂美561番地 072-739-1186 短期入所

第２三恵園 563-0352 豊能郡能勢町大里２２２－５ 072-734-3405 短期入所

あにもの里吹田 564-0004 吹田市原町２丁目２９－１８ 06-6155-4596 短期入所

ショートステイみんなのき 564-0036 吹田市寿町二丁目１８番３号 06-6319-8951 短期入所

ゆで玉子吹田 564-0043
吹田市南吹田４丁目９番４号　グラン
ウッド南吹田１階

06-6330-5566 短期入所

障害福祉サービス事業［常照園短
期入所センター］

564-0063 吹田市江坂町三丁目４０番２３号 06-6386-9722 短期入所

あじさい 565-0801 吹田市青葉丘北１１番２１号 06-6105-9088 短期入所

吹田市立障害者支援交流センター
「あいほうぷ吹田」

565-0826 吹田市千里万博公園１２番２７号 06-6816-6895 短期入所

みゅーるぽ 565-0861
吹田市高野台１丁目６番３号　ロイヤル
コート１階

06-7171-5611 短期入所

千里みおつくしの杜かしのみ寮 565-0874 吹田市古江台六丁目２番６号 06-6871-2113 短期入所

千里みおつくしの杜くりのみ寮 565-0874 吹田市古江台六丁目２番６号 06-6871-2113 短期入所

摂津市立みきの路 566-0032 摂津市桜町二丁目１番７号 072-632-2203 短期入所

身体障害者短期入所せっつ桜苑 566-0032 摂津市桜町一丁目１番１１号 072-632-0400 短期入所

地域生活支援センター　ショート
ステイヒマワリ

566-0062 摂津市鳥飼上三丁目１９番７５号 072-646-7630 短期入所

障害者短期入所施設とりかい白鷺
園

566-0064 摂津市鳥飼中一丁目１９番８号 072-654-5094 短期入所

ゆで玉子 566-0071
摂津市鳥飼下二丁目２７番５号　ルーテ
シア１階

072-646-9127 短期入所

あい・あい塾 567-0001 茨木市安威二丁目４番１号 072-640-5335 短期入所

ぶるーむ 567-0001 茨木市安威二丁目３８番６号 072-646-7270 短期入所

あいの短期入所茨木 567-0011 茨木市高田町２番２３号　２Ｆ・３Ｆ 072-646-5535 短期入所

皐月荘 567-0018 茨木市太田二丁目５番２６号 072-657-9166 短期入所

地域支援センターあゆむ 567-0057 茨木市豊川四丁目３番７号 072-640-4860 短期入所

障がい者サポートセンターしみず 567-0059 茨木市清水一丁目２８番１５号 072-641-4512 短期入所

ほうせんか病院（障がい者短期入
所）

567-0067 茨木市西福井二丁目９番３６号 072-641-7088 短期入所

短期入所あゆ 567-0831 茨木市鮎川五丁目１８番１号 072-633-5991 短期入所

リールぷらす 567-0831
茨木市鮎川四丁目２７番２５号　ウィン
グビュー鮎川１階

072-635-1135 短期入所

ショートステイあい 567-0895 茨木市玉櫛二丁目５番８号 072-636-9004 短期入所

茨木療護園 568-0084 茨木市大字安元２７番地 072-649-3284 短期入所

茨木学園 568-0097 茨木市大字泉原３７番地の１ 072-649-4900 短期入所

第２茨木学園 568-0097 茨木市大字泉原７０番地 072-649-2800 短期入所
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サンライズ 568-0097 茨木市大字泉原３７番地の７ 072-649-1110 短期入所

株式会社生活支援センターすまい
る短期入所

569-0031 高槻市大冠町２丁目５番８号 072-674-0334 短期入所

短期入所ひまわり 569-0036 高槻市辻子三丁目５１番１０号 072-673-8464 短期入所

桃園 569-0064 高槻市庄所町８番３３号 072-674-4030 短期入所

睦月荘 569-0822 高槻市津之江町１丁目４６番２８号 072-648-3198 短期入所

自立センター前穂 569-1022 高槻市日吉台一丁目２１番１８号 072-689-8600 短期入所

地域生活支援センター光 569-1032 高槻市宮之川原二丁目９番１号 072-680-1110 短期入所

花の会短期入所事業部 569-1042 高槻市南平台三丁目２９番１０号 072-697-7031 短期入所

三島の郷 569-1051 高槻市大字原９２４番地４ 072-688-0768 短期入所

ショートステイセンターぶれす 569-1054 高槻市大字萩谷１４番地１ 072-699-0844 短期入所

短期入所グラミー 569-1131 高槻市郡家本町１４番５号 072-686-1136 短期入所

高槻地域生活総合支援センターぷ
れいすＢｅ

569-1131 高槻市郡家本町５番２号 072-681-4720 短期入所

特別養護老人ホーム高槻荘 569-1136 高槻市郡家新町４８番７号 072-682-6652 短期入所

ジョイフル 569-1142 高槻市宮田町二丁目３４番５号 072-695-0500 短期入所

エール 569-1142 高槻市宮田町二丁目３４番５号 072-695-0500 短期入所

特別養護老人ホーム梅香苑 570-0002 守口市佐太中町六丁目４１番１９号 06-6900-5054 短期入所

医療法人西浦会自立訓練事業所パ
ザパ

570-0005 守口市八雲中町三丁目１３番１７号 06-6908-6416 短期入所

短期入所おらんく 570-0008 守口市八雲北町三丁目３９番１４号１階 06-6992-2715 短期入所

短期入所シャイン 570-0008 守口市八雲北町三丁目３９番１４号２階 06-6992-2715 短期入所

守口老人保健施設ラガール 570-0012 守口市大久保町三丁目３０番１５号 06-6900-1900 短期入所

オールケア守口 570-0012 守口市大久保町五丁目３９番６号 06-6916-0555 短期入所

シャローム 570-0031 守口市橋波東之町二丁目１０番１４号 06-7162-2216 短期入所

特別養護老人ホームすずしろ園 570-0043 守口市南寺方東通一丁目１３番１６号 06-6992-7722 短期入所

ショートステイいま 570-0048 守口市寺方本通二丁目21番18号 06-6780-4420 短期入所

ブドウショートステイ 571-0016 門真市島頭四丁目１１番１１号 072-803-7175 短期入所

ジェイ・エスステージ 571-0017
門真市四宮１丁目２番17号ＣＡＳＡ
ＳＯＬＡＲ門真３０３号

06-6905-1397 短期入所

ガーム 571-0021 門真市舟田町２０番２０号 072-812-6781 短期入所

ナーシングホーム智鳥 571-0026 門真市北島町１２番３号 072-881-8201 短期入所

ソシアひえ島 571-0037 門真市大字ひえ島２５番３号２Ｆ 072-812-6555 短期入所

ショートステイジェイ・エス　く
わざいＡ

571-0043 門真市桑才新町２４番２号　１Ｆ 06-6780-3502 短期入所

ショートステイジェイ・エス　く
わざいＢ

571-0043 門真市桑才新町２４番２号　２Ｆ 06-6780-3502 短期入所

かどまつ苑　短期入所 571-0072 門真市城垣町１番２７号 072-885-8055 短期入所

自立支援センターアシタバ 572-0018 寝屋川市境橋町４－１ 072-802-0040 短期入所

特別養護老人ホーム寝屋川十字の
園

572-0039 寝屋川市池田三丁目１番３３号 072-828-1765 短期入所

寝屋川南病院 572-0051 寝屋川市高柳一丁目１番１７号 072-827-1001 短期入所

おはなのショート 572-0051 寝屋川市高柳２丁目２１－２ 072-813-0876 短期入所

希望の家つばさ 572-0073 寝屋川市池田北町13番8号 072-381-5281 短期入所

月の輪学院 572-0076 寝屋川市仁和寺本町二丁目３番３号 072-826-0619 短期入所

ケアホームねやがわ点野 572-0077 寝屋川市点野三丁目３３－１ 072-803-6887 短期入所

隆光学園短期入所 572-0801 寝屋川市寝屋南二丁目１５番１号 072-822-0123 短期入所

ライトハート 572-0829 寝屋川市萱島信和町１番７－６号２階 072-803-6177 短期入所

寝屋川市立短期入所施設大谷の里 572-0853 寝屋川市大谷町７番１号 072-820-6106 短期入所

社会福祉法人東和福祉会ショート
ステイ寝屋川苑

572-0856 寝屋川市宇谷町１番３６号 072-824-0345 短期入所

里仁館身体障害者ショートステイ 573-0001 枚方市田口山二丁目５番１号 072-856-6565 短期入所

特別養護老人ホームしらかばホー
ル

573-0003 枚方市出屋敷西町二丁目１番１号 072-849-1146 短期入所

南海香里のさと 573-0027 枚方市大垣内町３－１０－５ 072-865-3681 短期入所

みっきぃ 573-0037 枚方市枚方上之町１１－２９　１Ｆ 072-808-8035 短期入所

であいの家２０１ 573-0066 枚方市伊加賀西町５２番１２号 072-844-5600 短期入所

あかり 573-0066 枚方市伊加賀西町７３番８号 072-807-5670 短期入所

ショートステイいこい 573-0083 枚方市茄子作北町５９番１４号 072-854-1515 短期入所

こどもテラス香里ケ丘（ショート
ステイ）

573-0084 枚方市香里ケ丘十二丁目２２番２２号 072-845-5897 短期入所

サービスセンター・わらしべ 573-0103 枚方市長尾荒阪二丁目３５４５番地 072-850-8406 短期入所

サービスセンター・わらしべ園 573-0103 枚方市長尾荒阪二丁目３５４５番地 072-850-5507 短期入所

指定障害者支援施設津田療護園 573-0122 枚方市津田東町二丁目１番１号 072-858-1755 短期入所

枚方総合発達医療センター短期入
所事業所

573-0122 枚方市津田東町二丁目１番１号 072-858-0373 短期入所

福乃笑ホーム 573-0125 枚方市津田駅前一丁目１８番１６号 072-807-4056 短期入所

あんずベイス 573-1102 枚方市北楠葉町７番９号 072-894-7737 短期入所
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あるせ 573-1138 枚方市招提北町三丁目２２７６番１ 072-809-0006 短期入所

枚方市立特別養護老人ホーム 573-1161 枚方市交北三丁目１番５２号 072-851-9200 短期入所

わかたけ 573-1161 枚方市交北四丁目１２４８番１号 072-805-9911 短期入所

にじの家 573-1178 枚方市渚西二丁目３９番２－２号 072-848-3007 短期入所

なぎさであいの家 573-1178 枚方市渚西二丁目３９番１－２号 072-848-5801 短期入所

ワークショップ虹 573-1187 枚方市磯島元町２１番１０号 072-848-8924 短期入所

障がい者支援施設みどりの里指定
短期入所

574-0011 大東市北条六丁目２２３０番地の２ 072-803-2946 短期入所

ライフアート四條畷 574-0011 大東市北条三丁目３番２４号 072-877-1690 短期入所

ショートステイオリーブの樹 574-0011 大東市北条二丁目１８番１４号 072-813-7294 短期入所

短期入所生活介護事業所あいの里
竜間

574-0012 大東市大字龍間６７３番地３ 072-869-0788 短期入所

支援センターさくら（短期入所） 574-0036 大東市末広町１５番６号 072-871-0030 短期入所

ホームズなでしこ 574-0036 大東市末広町１５番６号 072-869-3322 短期入所

やまとホーム 574-0036 大東市末広町１５番６号 072-869-3322 短期入所

るあな 574-0077 大東市三箇六丁目５番５号 072-874-8777 短期入所

第２青い鳥 574-0077 大東市三箇四丁目５番１９号 072-803-6214 短期入所

るうてるホーム短期入所生活介護
事業所

575-0002 四條畷市岡山五丁目１９番２０号 072-878-9371 短期入所

株式会社のぞみ　やどかりのん
ちゃん

575-0002 四條畷市岡山一丁目１６番１４号 072-863-2211 短期入所

あまやどり 575-0003 四條畷市岡山東三丁目９番５号 072-877-5005 短期入所

田原の里 575-0014 四條畷市上田原６１３番地 0743-71-1288 短期入所

なわて更生園 575-0022 四條畷市大字南野２４６３番地 072-876-3334 短期入所

しとみやの家 575-0042 四條畷市蔀屋本町6番34号 072-862-0020 短期入所

特別養護老人ホーム四條畷荘 575-0043 四條畷市北出町２８番１号 072-878-2651 短期入所

特別養護老人ホーム天の川明星 576-0022 交野市藤が尾二丁目５番２２号 072-894-3029 短期入所

てらサポートセンター 576-0063 交野市寺四丁目５９０番地の１ 072-810-6668 短期入所

交野自立センター 576-0063 交野市寺四丁目５９０番地の１ 072-893-4523 短期入所

アースグリーン短期入所部 577-0024 東大阪市荒本西三丁目２番８号 06-6618-9848 短期入所

八戸ノ里短期入所部 577-0034 東大阪市御厨南三丁目４番２９号 06-6789-8581 短期入所

ピュアプラネット 577-0034 東大阪市御厨南二丁目６番２２号 06-6781-1197 短期入所

とうふく布施「ムーン」 577-0057 東大阪市足代新町１３番１０号 06-6785-0303 短期入所

ショートステイひびき 577-0804 東大阪市中小阪五丁目１４番１２号 06-6727-5067 短期入所

菜の花畑　はなな 577-0804 東大阪市中小阪一丁目１２番２０号 06-6743-7736 短期入所

ＨＡＰＰＹ 577-0809
東大阪市永和一丁目５番１３号　リリー
ベル永和１階

06-6726-3028 短期入所

ショートステイｍｏｍｏ 577-0836 東大阪市渋川町一丁目１番７号 090-9712-0369 短期入所

障がい児者総合福祉施設ノーサイ
ド

577-0843 東大阪市荒川二丁目８番２６号 06-6736-1515 短期入所

つぼみ 577-0845 東大阪市寺前町一丁目８番２号 06-6753-8180 短期入所

あおぞらつぐみの家短期入所部 578-0901 東大阪市加納五丁目１２番２５号 072-872-9211 短期入所

ほこらしゃ 578-0901 東大阪市加納六丁目１５番１５号　２階 072-812-5603 短期入所

若草工房 578-0904 東大阪市吉原二丁目３番１２号 072-960-5400 短期入所

ライフグリーン短期入所部 578-0905 東大阪市川田四丁目４番８号 072-963-4838 短期入所

ショートステイひより 578-0922 東大阪市松原二丁目２番９号 06-7508-6400 短期入所

ショートステイつながり 578-0924 東大阪市吉田八丁目６番４号 072-911-2272 短期入所

とまり木 578-0941 東大阪市岩田町一丁目２番２２号 072-960-7787 短期入所

なないろの絆ななつぼし 578-0941 東大阪市岩田町五丁目２番３６号 072-976-4701 短期入所

あゆむショート 578-0942
東大阪市若江本町一丁目１番３５号２０
７号室

06-6724-2426 短期入所

ゆで玉子東大阪 578-0944
東大阪市若江西新町五丁目４番４４号
リヤンシャトー　１階

06-4306-4890 短期入所

若江障害者センター 578-0947 東大阪市西岩田一丁目２番１４号 072-961-0009 短期入所

ハッピーハウス 578-0961 東大阪市南鴻池町二丁目１０番２５号 090-1077-4094 短期入所

クリエイティブハウス「パン
ジー」

578-0973 東大阪市東鴻池町二丁目４番８号 072-963-8818 短期入所

あおば 578-0973 東大阪市東鴻池町二丁目４番３３号 072-976-4065 短期入所

ひだまり（短期入所） 578-0973 東大阪市東鴻池町二丁目４番３３号 072-976-4065 短期入所

東大阪市立障害児者支援センター
短期入所

578-0984 東大阪市菱江五丁目２番３４号 072-975-5704 短期入所

東大阪市立障害児者支援センター
医療型短期入所

578-0984 東大阪市菱江五丁目２番３４号 072-975-5704 短期入所

短期入所　ソレイユ 579-8001 東大阪市善根寺町六丁目１番１３号 072-970-5400 短期入所

ショートステイはぴなる 579-8003 東大阪市日下町四丁目３番４６号 072-986-0155 短期入所

ぽいんとほーむ 579-8004 東大阪市布市町二丁目９番３４号 072-921-2017 短期入所

ぽいんとほーむⅡ 579-8004 東大阪市布市町一丁目６番３２号 072-921-2017 短期入所

ショートステイ・アイハウス 579-8021 東大阪市額田町４番１２号 072-987-3200 短期入所
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ショートステイ六花 579-8022 東大阪市山手町８番２４号 072-927-2642 短期入所

とらい 579-8046 東大阪市昭和町5番10号 072-984-2435 短期入所

とらいⅡ 579-8046 東大阪市昭和町２０番１８号 072-974-9649 短期入所

第二東福「オリーブ」 579-8048 東大阪市旭町２０番２号 072-986-8685 短期入所

夢のいえ 579-8053 東大阪市四条町９番８号 072-982-6060 短期入所

とらいⅢ 579-8056 東大阪市若草町９番２１号 072-968-7920 短期入所

夢のやど 579-8058 東大阪市神田町７番１０号 072-987-0500 短期入所

東福六万寺 579-8061 東大阪市六万寺町一丁目１６番１７号 072-984-2946 短期入所

ふぁんとぅ 579-8061 東大阪市六万寺町一丁目２０番４３号 072-921-9213 短期入所

四季の森なごみ 579-8063 東大阪市横小路町四丁目１０番２８号 072-920-4500 短期入所

ショートステイ　なでしこ 580-0003 松原市一津屋二丁目９－３ 072-955-2011 短期入所

特別養護老人ホーム遊づる 580-0014 松原市岡１丁目１８４番地の１ 072-335-0110 短期入所

地域生活総合支援センターおんど 580-0016 松原市上田８丁目７番１６号 072-338-5856 短期入所

阪南中央病院 580-0023 松原市南新町３丁目３番２８号 072-333-2100 短期入所

ショートステイ陽 580-0024 松原市東新町二丁目１５２番地 090-8204-8889 短期入所

ほっとあまきた 580-0031 松原市天美北４丁目２番４号 072-337-9456 短期入所

地域生活支援センターかーさ 580-0031 松原市天美北五丁目１０番３７号 072-336-3355 短期入所

特別養護老人ホーム大阪老人ホー
ム

580-0043 松原市阿保３丁目１４番２２号 072-331-4164 短期入所

養護老人ホーム心合寮 581-0018 八尾市青山町四丁目４番１８号 072-925-1177 短期入所

ショートステーション風 581-0028 八尾市八尾木東三丁目８番地 072-990-6644 短期入所

ちなホーム 581-0052 八尾市竹渕四丁目１８番地 06-4303-7771 短期入所

特別養護老人ホームホーム太子堂 581-0063 八尾市太子堂四丁目１番３２号 072-996-0026 短期入所

八尾市立障害者総合福祉センター 581-0081 八尾市南本町八丁目４番５号 072-993-0294 短期入所

短期入所事業所　音 581-0092 八尾市老原７丁目８１番地の２ 072-991-5800 短期入所

ショートステイ虹（こう） 581-0092
八尾市老原四丁目９３番地の１　メロ
ディハウス１０３号

072-993-0294 短期入所

ショートステイ　ナンクル 581-0823 八尾市桂町一丁目２７番地１０ 072-940-6990 短期入所

四季の森 581-0853 八尾市楽音寺６０９番地 072-940-5500 短期入所

ショートステイ「めろでぃ」 581-0853 八尾市楽音寺一丁目８５番地１ 072-940-3100 短期入所

ショートステイひかり 581-0865 八尾市服部川三丁目７４番地２ 072-940-5100 短期入所

高井田苑 582-0015 柏原市大字高井田１０２０番地の５８ 072-975-3931 短期入所

ひなた 582-0015 柏原市大字高井田１０２０番地の７６ 072-978-0123 短期入所

特別養護老人ホーム第二好意の庭 582-0022 柏原市国分市場一丁目９番４５号 072-976-0091 短期入所

ショートステイ　えくぼ 582-0023 柏原市国分東条町３番３号 072-921-6240 短期入所

クレヨン大阪好意の庭ショートス
テイ

582-0026 柏原市旭ケ丘三丁目１３番４５号 072-976-0090 短期入所

ホーム旭ヶ丘 582-0026 柏原市旭ケ丘三丁目１４番５４号 072-978-3020 短期入所

くるみの樹わかば 582-0026 柏原市旭ケ丘三丁目１３番８０号 072-979-5577 短期入所

くるみの樹つぼみ 582-0026 柏原市旭ケ丘三丁目１３番８０号 072-979-5577 短期入所

共同生活援助事業所シェアハウス
さくらんぼ１

583-0011
藤井寺市沢田二丁目13番26号　ディア
コート藤井寺501

072-959-9001 短期入所

共同生活援助事業所シェアハウス
さくらんぼ２

583-0011
藤井寺市沢田二丁目13番26号　ディア
コート藤井寺502

072-959-9001 短期入所

共同生活援助事業所シェアハウス
さくらんぼ３

583-0011
藤井寺市沢田二丁目13番26号　ディア
コート藤井寺503

072-959-9001 短期入所

にこにこハウス 583-0012 藤井寺市道明寺一丁目９番１８号　２階 072-952-8561 短期入所

ショートステイ　ピノ 583-0013 藤井寺市古室二丁目２番５号 072-952-7001 短期入所

特別養護老人ホームつどうホール 583-0033 藤井寺市小山三丁目１５１番地の１ 072-953-0248 短期入所

しゅらの郷福祉会鈴藤 583-0033
藤井寺市小山一丁目１番１号　エスト・
エムビル３階

072-959-4001 短期入所

わかば 583-0847 羽曳野市大黒８０２番１０ 072-959-0326 短期入所

ふたば 583-0847 羽曳野市大黒８６３番９ 072-959-0315 短期入所

ライフサポートなにわ 583-0857 羽曳野市誉田１７７２番地１ 072-957-0470 短期入所

ほまれの里 583-0857 羽曳野市誉田七丁目８０８番１の３ 072-931-2040 短期入所

グループホームらいふ 583-0861 羽曳野市西浦五丁目４１４番８号 072-958-8010 短期入所

グループホームらいふ　グループ
ホームめばえ

583-0863 羽曳野市蔵之内２３７番地の７ 072-958-8010 短期入所

グループホームらいふ　グループ
ホームいぶき

583-0867 羽曳野市河原城５１９番地１７ 072-958-8010 短期入所

ほんまちショートあるたいる 583-0885 羽曳野市南恵我之荘五丁目２４番１５号 072-255-1150 短期入所

四天王寺太子学園 583-0992 南河内郡太子町山田３５５２番地 0721-98-2030 短期入所

科長の郷 583-0993 南河内郡太子町畑１００番地の１ 0721-98-5000 短期入所

地方独立行政法人大阪府立病院機
構大阪はびきの医療センター

583-8588 羽曳野市はびきの三丁目７番１号 072-957-2121 短期入所

ミナオス 584-0001 富田林市梅の里二丁目２８番１４号 0721-23-8733 短期入所

富翔会共同生活援助事業所 584-0024 富田林市若松町５丁目１５番４号 0721-25-6466 短期入所

ショートステイ晴の日 584-0034 富田林市清水町３－３－１０８ 0721-23-8002 短期入所
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すずらんホーム 584-0042 富田林市北大伴町３丁目６－１６ 0721-25-5649 短期入所

大阪府立こんごう福祉センターす
ぎのき寮

584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-34-2183 短期入所

大阪府立こんごう福祉センターす
ぎのき寮

584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-34-2183 短期入所

桃花塾（児童部） 584-0054 富田林市大字甘南備216番地 0721-23-2076 短期入所

すくよか 584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-34-2201 短期入所

こんごう 584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-69-5036 短期入所

大阪府立こんごう福祉センターし
いのき寮

584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-34-2184 短期入所

かつらぎ 584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-26-8002 短期入所

にじょう 584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-26-8013 短期入所

大阪府立こんごう福祉センターし
いのき寮

584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-34-2184 短期入所

ショートステイななほし 584-0067 富田林市錦織南２丁目２３－１８ 0721-52-7704 短期入所

ショートステイレオ 584-0068 富田林市錦織中１丁目１４番１６号 0721-50-1300 短期入所

さらホーム 584-0069 富田林市錦織東三丁目１番２１号 0721-26-8881 短期入所

梅の里ホーム 584-0081 富田林市廿山２０番８ 0721-40-1511 短期入所

四天王寺悲田富田林苑 584-0082 富田林市向陽台一丁目３番２０号 0721-29-0320 短期入所

四天王寺和らぎ苑 584-0082 富田林市向陽台一丁目３番２１号 0721-29-0836 短期入所

グループホーム花なん 585-0002 南河内郡河南町大字一須賀１８５番地４ 0721-21-5082 短期入所

かわちハウス 585-0005 南河内郡河南町大宝四丁目９番３０号 0721-26-7494 短期入所

草笛の家 585-0014 南河内郡河南町白木１０３３番地４ 0721-90-3500 短期入所

ショートステイあおぞら 586-0037 河内長野市上原町９６７－３ 0721-69-6700 短期入所

ショートステイふわり 586-0068
河内長野市北青葉台２－１６　Ｌａｃｈ
ｅｌｎｓ　Ｇｒｕｎ４階

0721-26-7527 短期入所

あまの園 586-0094 河内長野市小山田町６７番８号 0721-56-7837 短期入所

フレンド３号館 587-0003 堺市美原区阿弥４９４番４５号 072-294-6347 短期入所

ショートステイ虹の家 587-0022 堺市美原区平尾３５番地の１ 072-369-2248 短期入所

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１ 072-363-1143 短期入所

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３５－１ 072-369-7224 短期入所

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３５－１ 072-369-7224 短期入所

障害福祉サービスくみのき苑短期
入所

589-0012 大阪狭山市東茱萸木四丁目１９７７番地 072-368-2777 短期入所

ＣＡＬＭ－ＨＯＵＳＥ 589-0013
大阪狭山市茱萸木６丁目１９３３－２
茱萸木壱番館１０５号室

072-349-8577 短期入所

あんずの会ショートステイ　コロ
ボックル

589-0021 大阪狭山市今熊一丁目１０２番地の４ 072-368-2941 短期入所

ショートステイわおん 589-0023 大阪狭山市大野台四丁目１番１９号 072-360-0721 短期入所

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 072-255-7000 短期入所

ショートステイ虹 590-0064 堺市堺区南安井町一丁２番１０号 072-256-5555 短期入所

パル・茅渟の里 590-0122 堺市南区釜室９９５番１ 072-290-6880 短期入所

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２０２－９ 072-291-2628 短期入所

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８ 072-220-6474 短期入所

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 072-292-8818 短期入所

ピュアあすなろ 590-0156 堺市南区稲葉三丁１５８１番地 072-260-5570 短期入所

くまとり弥栄園 590-0405
泉南郡熊取町大久保南三丁目１３８０番
地の３

072-452-7030 短期入所

なかまの里 590-0441 泉南郡熊取町大字久保２３２９番地 072-453-7545 短期入所

しなぷすはうす 590-0441 泉南郡熊取町久保二丁目１４４５番地 072-486-1016 短期入所

ひまわりの家 590-0451 泉南郡熊取町野田三丁目２３５番３ 072-452-9822 短期入所

熊取療育園短期入所 590-0457 泉南郡熊取町朝代東四丁目２２番１２号 072-453-5655 短期入所

ショートステイシロフクロウ 590-0503 泉南市新家２７８７－１７０ 072-468-7676 短期入所

えがおの家♪ 590-0503 泉南市新家１９６８－１ 072-483-5205 短期入所

大阪府立砂川厚生福祉センターつ
ばさ

590-0525 泉南市馬場三丁目１５６６番地 072-482-2881 短期入所

大阪府立砂川厚生福祉センターい
ぶき

590-0525 泉南市馬場三丁目１５６６番地 072-482-2881 短期入所

障害福祉サービス事業なでしこり
んくう（短期入所）

590-0535 泉南市りんくう南浜３番７号 072-480-5604 短期入所

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 072-245-7485 短期入所

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 072-275-8510 短期入所

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 072-225-0371 短期入所

陵東館長曽根 591-8025 堺市北区長曽根町７１３番地の２ 072-259-0010 短期入所

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１ 072-252-0087 短期入所

ばあばのおうち 591-8044 堺市北区中長尾町四丁３－２９ 072-258-6028 短期入所

フレンドリーⅥ 592-0012 高石市西取石７―２―３ 072-275-9679 短期入所
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ショートステイ　ファン西取石 592-0012 高石市西取石七丁目１０番３２号 072-267-2202 短期入所

小規模多機能型居宅介護ソラスト
高石

592-0014 高石市綾園三丁目１番２８号 072-265-6863 短期入所

プロスパー株式会社 592-8347 堺市西区浜寺諏訪森町西四丁３３６－２ 072-282-7871 短期入所

ショートステイうてな 593-8312 堺市西区草部７７５－２ 072-275-3660 短期入所

堺福泉療護園 593-8312 堺市西区草部３４１番地 072-271-0008 短期入所

短期入所センターほりでい 594-0003 和泉市太町５７６番地の３ 0725-24-7670 短期入所

でぃあはーつ２ 594-0013 和泉市鶴山台一丁目１８番１０号 0725-24-3265 短期入所

太平 594-0023 和泉市伯太町三丁目１３番６８号 0725-45-2760 短期入所

ＩＬ伯太 594-0023 和泉市伯太町三丁目１３番５７号 0725-41-8191 短期入所

あじさいの家 594-0023 和泉市伯太町五丁目６―２５ 0725-99-8666 短期入所

あっとほうむ 594-0023 和泉市伯太町二丁目３３番２１号 0725-45-5787 短期入所

大阪ワークセンター 594-0031 和泉市伏屋町五丁目１０番１１号 0725-57-0883 短期入所

特別養護老人ホーム光明荘 594-0031 和泉市伏屋町三丁目８番１号 0725-56-1882 短期入所

ショートステイＷぴーす 594-0031 和泉市伏屋町二丁目３番３９号 0725-58-7777 短期入所

ちょっとステイひまわり 594-0032 和泉市池田下町１６８７番地１ 0725-56-6655 短期入所

さらの郷 594-0032 和泉市池田下町１３９７番地１ 0725-41-7251 短期入所

すむすむ 594-0042 和泉市箕形町四丁目１番１８号 0725-53-2242 短期入所

ショートステイぴーす 594-0054 和泉市一条院町１２番地 0725-58-7245 短期入所

ショートステイのあ 594-0062 和泉市寺田町一丁目６番２６号 0725-92-5595 短期入所

新仁会病院 594-0063 和泉市今福町一丁目３番３号 0725-45-5661 短期入所

カモの家 594-0073 和泉市和気町三丁目１番８号 0725-92-6004 短期入所

ほーぷ 594-1101 和泉市室堂町１０２８―２３ 0725-24-7670 短期入所

ショートステイ　ゆとり 594-1104 和泉市万町３８４番地 0725-50-2700 短期入所

町茶家 594-1111 和泉市光明台二丁目２４番１号 072-439-3329 短期入所

ちょっとステイえるたす 594-1123 和泉市福瀬町１４７１番地の２ 0725-90-3130 短期入所

永樂 595-0004 泉大津市千原町二丁目１６番１５号３階 0725-92-6082 短期入所

永樂Ⅶ 595-0004 泉大津市千原町二丁目１５番２５号 0725-92-6082 短期入所

平和Ⅶ 595-0033 泉大津市板原町四丁目６番３１号 0725-40-1291 短期入所

ショートステイ凪 595-0044 泉大津市河原町２番１３号 0725-32-3710 短期入所

オズ共生型短期入所 595-0066 泉大津市菅原町１０番３３号 0725-33-6001 短期入所

社会福祉法人光生会ピープルライ
ティングスクール泉北

595-0801 泉北郡忠岡町高月北１丁目１２番２号 0725-46-3683 短期入所

フレンドリーⅡ 596-0003 岸和田市中井町２－６－３６－１１１ 072-493-3098 短期入所

フレンドリーⅦ 596-0003 岸和田市中井町２－６－９ 090-8380-1139 短期入所

山直ホーム 596-0102 岸和田市山直中町８４０番地 072-441-1343 短期入所

第２岸和田グループホーム 596-0804 岸和田市今木町１１９番地４ 072-441-1300 短期入所

ショートステイ　ワンズロード
おかやま

596-0814 岸和田市岡山町１９９番地１ 072-479-4077 短期入所

社会福祉法人光生会岸和田光が丘
学園

596-0815 岸和田市三ケ山町３７９番地 072-443-0678 短期入所

岸和田光生療護園 596-0815 岸和田市三ケ山町２１４番４ 072-443-0111 短期入所

社会福祉法人光生会岸和田採光学
園

596-0815 岸和田市三ケ山町２１１番 072-443-0492 短期入所

岸和田光生療護園　新館 596-0815 岸和田市三ケ山町２０５番地 072-448-5900 短期入所

ＬＩＦＥ　ＴＩＭＥ 597-0005 貝塚市南町２７－３ 072-430-5170 短期入所

どんまいホームさくら 597-0013 貝塚市津田北町１１０－２１１ 072-474-8011 短期入所

どんまいホームみかん 597-0033 貝塚市半田７８０番３ 072-426-1110 短期入所

貝塚こすもすの里 597-0042 貝塚市名越１０８７番地５ 072-421-3838 短期入所

ショートステイニシキ 597-0052 貝塚市窪田１７８番１ 072-433-2299 短期入所

ＣＡＮＯＮⅠ 597-0061 貝塚市浦田７７番地 072-422-7881 短期入所

Ｂ－ｆｌａｔ 597-0062 貝塚市澤６５７ 072-468-9980 短期入所

ほっこりホーム澤 597-0062 貝塚市澤４４９番４ 072-487-9485 短期入所

いぶきホーム　Ｏｈａｎａ 597-0073 貝塚市脇浜１－６－１９ 072-433-1600 短期入所

さんＳＵＮショートステイ貝塚 597-0083 貝塚市海塚３丁目１５－４ 072-468-8141 短期入所

特別養護老人ホーム水間ヶ丘 597-0104 貝塚市水間１３７番１ 072-446-5530 短期入所

ライフワークぎんなん第１短期入
所事業部

598-0021 泉佐野市日根野３５３２番地 072-467-2765 短期入所

障害者支援施設光園 598-0023 泉佐野市大木１１１７番地 072-459-7229 短期入所

和泉の里 598-0023 泉佐野市大木２２４７番地の１ 072-459-7613 短期入所

ゆかりの里 598-0023 泉佐野市大木１０番地 072-459-7814 短期入所

えがおの家♪上之郷 598-0024 泉佐野市上之郷１３２５－２ 072-483-5205 短期入所

らっき～♪すまいる 598-0024 泉佐野市上之郷１３２５－６ 072-429-9087 短期入所

かなえ 598-0033 泉佐野市南中安松２７１－１４ 072-457-7372 短期入所

泉ヶ丘療護園短期入所施設 598-0071 泉佐野市鶴原９３５番地の３ 072-458-6030 短期入所

フィオーレ南海身体障害者短期入
所事業所

598-0092 泉南郡田尻町吉見３２６番地の１ 072-465-3388 短期入所
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グループホームかりん 598-0092 泉南郡田尻町吉見５０７番地６ 072-466-0173 短期入所

グループホーム　あさがお 599-0201 阪南市尾崎町４－７－５ 072-486-6160 短期入所

社会医療法人生長会　阪南市民病
院

599-0202 阪南市下出１７番地 072-471-3321 短期入所

グループホームあすなろ 599-0205 阪南市新町１７６－２ 072-474-2020 短期入所

さつき園 599-0211 阪南市鳥取中９番地の１ 072-471-6868 短期入所

ピープル身体障害者ショートステ
イはんなん

599-0231 阪南市貝掛１７９番４ 072-472-6633 短期入所

短期入所事業所　レインボー 599-0232 阪南市箱作１１０３番地 072-474-4887 短期入所

グループホームＲＡＳＩＥＬ阪南
（箱作ｓｅａ）

599-0232 阪南市箱作９２８番地 072-481-3901 短期入所

グループホームＲＡＳＩＥＬ阪南
（箱作ｂａｙ）

599-0232 阪南市箱作１０８４番地１ 072-481-3410 短期入所

ショートステイさくら 599-0236 阪南市桃の木台一丁目２番地１ 072-476-3105 短期入所

愛の家「かがやき」（短期入所） 599-0301 泉南郡岬町淡輪１６００番地 072-494-0123 短期入所

知的障害児施設愛の家「きぼう」
（短期入所）

599-0301 泉南郡岬町淡輪１６００番地 072-494-0123 短期入所

障がい者ショートステイ淡輪園 599-0301 泉南郡岬町淡輪１７７０番地 072-494-0789 短期入所

ホームズしらさぎ（短期入所） 599-8112 堺市東区日置荘原寺町１５６－２ 072-230-3380 短期入所

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 072-286-2260 短期入所

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４ 072-288-1050 短期入所

みんなの家トト 599-8125 堺市東区西野５４８ 072-237-3533 短期入所

ショートステイワンズロード 599-8126 堺市東区大美野１５８番３ 072-350-3846 短期入所

キャン・スティ 599-8234 堺市中区土塔町２４８４番地 072-284-7161 短期入所

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

080-4764-7775 短期入所

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 072-277-0374 短期入所

エニシア堺 599-8262 堺市中区八田北町５９５－１ 072-370-4978 短期入所

輝のショートステイ 599-8272 堺市中区深井中町１２１１番地３ 072-275-7439 短期入所

在宅養育支援センターみゆき園 618-0001 三島郡島本町山崎五丁目３番１８号 075-961-0711 短期入所

短期入所わくわくホームひろせ 618-0011 三島郡島本町広瀬五丁目７番３６号 075-874-2872 短期入所

ショートステイ　ふらっぷ 618-0022 三島郡島本町桜井三丁目４番２号 075-925-5223 短期入所

共同生活援助（運営法人一覧）

法人名称 郵便番号 法人所在地 ＴＥＬ サービス種類

株式会社アニスピホールディング
ス

102-0074 東京都千代田区九段南３－１－１ 06-6743-4873 共同生活援助

株式会社サイバー・セキュリ
ティ・ソリューションズ

114-0024 東京都北区西ケ原二丁目２８番１号 03-5918-9921 共同生活援助

株式会社ＳｈｉｎＣ 150-0031
東京都渋谷区桜丘町２３番１７号　シ
ティコート桜丘４０８

06-6210-2315 共同生活援助

株式会社　インセンス 174-0051
東京都板橋区小豆沢一丁目１３番６－４
０１号

090-8500-5158 共同生活援助

合同会社　楓 181-0002 東京都三鷹市牟礼三丁目１１番２５号 090-9973-7355 共同生活援助

有限会社　ＴＯＭＡＮ企画 214-0032 神奈川県川崎市多摩区枡形三丁目３－３ 044-922-5722 共同生活援助

株式会社　日本ブライトパート
ナーズ

231-0033
神奈川県横浜市中区長者町三丁目８番地
１３ＴＫ関内プラザ４０１Ｂ

045-264-9077 共同生活援助

合同会社　ドゥエル３ 294-0045
千葉県館山市北条1841番地の８－
804

090-7309-9858 共同生活援助

株式会社ともだち 505-0056
岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋８５４番
地２

06-6791-6882 共同生活援助

株式会社ラシエル 530-0011
大阪市北区大深町１番１号　ＬＩＮＫ
Ｓ・ＵＭＥＤＡ８階

06-6556-6690 共同生活援助

株式会社ＡＳＨ 530-0027 大阪市北区堂山町１７番５号２階 06-6926-4511 共同生活援助

社会福祉法人なでしこ会 530-0035
大阪市北区同心一丁目５番２７号　大阪
市立北区総合福祉センター４階

06-6351-1140 共同生活援助

ｍｏｕ株式会社 530-0038 大阪市北区紅梅町１－１８－４０４ 06-6355-4444 共同生活援助

株式会社ツインズ 530-0041
大阪市北区天神橋三丁目８番７号　扇町
コーモドビル２０１号室

06-7182-2110 共同生活援助

株式会社ＡｉｄＴｒｙ 530-0047
大阪市北区西天満五丁目１３番３号　高
橋ビル北３号館５０２号室

06-6766-4651 共同生活援助

株式会社クレバリュー 530-0047
大阪市北区西天満四丁目１番２号　中之
島日光ビル

06-6131-1818 共同生活援助

株式会社　自由社 531-0061 大阪市北区長柄西一丁目６番１号４階 06-7177-1628 共同生活援助

株式会社エムズマネジメント 531-0071
大阪市北区中津１丁目７番６－１００２
号

06-6556-9528 共同生活援助

社会福祉法人　光徳寺善隣館 531-0071 大阪市北区中津二丁目５番４号 06-6371-3000 共同生活援助

社会福祉法人　大淀福祉会 531-0076
大阪市北区大淀中四丁目７番１１号　シ
ンプルハートマンション１階

06-6454-8445 共同生活援助

特定非営利活動法人方舟 532-0001 大阪市淀川区十八条二丁目７番２８号 080-2371-9612 共同生活援助

株式会社しろくま 532-0003
大阪市淀川区宮原一丁目３－２０　新大
阪ステイションビル１００９号

06-7708-4010 共同生活援助
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株式会社ＧＵコーポレーション 532-0004
大阪市淀川区西宮原二丁目７番３８号
新大阪西浦ビル５Ｆ

06-6398-3550 共同生活援助

合同会社Ｖｉｚｅ 532-0004
大阪市淀川区西宮原２－７－２８－１０
３号

06-6396-8386 共同生活援助

アップサポート合同会社 532-0005
大阪市淀川区三国本町三丁目１３番２１
号

06-6585-0961 共同生活援助

株式会社　ラーカイラム 532-0005
大阪市淀川区三国本町二丁目１７番１０
号

06-6391-8500 共同生活援助

株式会社キムコム 532-0005
大阪市淀川区三国本町一丁目５－２５－
２０６

06-6777-7703 共同生活援助

ライフバランス株式会社 532-0011 大阪市淀川区西中島六丁目８番５号５Ｆ 06-6309-0302 共同生活援助

医療法人　遊心会 532-0011 大阪市淀川区西中島六丁目１１番３１号 06-6301-0344 共同生活援助

合同会社　リオ・プログレス 532-0011
大阪市淀川区西中島６－３－２４－Ｋ４
０８

090-8233-4828 共同生活援助

社会福祉法人　関西中央福祉会 532-0013 大阪市淀川区木川西四丁目５番４０号 06-6885-7811 共同生活援助

特定非営利活動法人　ダ・カー歩 532-0021 大阪市淀川区田川北三丁目２番４３号 06-6330-8840 共同生活援助

株式会社ＲｅＧｒｏｗ 532-0026
大阪市淀川区塚本二丁目２５番１６号５
－Ａ

06-6306-6840 共同生活援助

社会福祉法人　加島友愛会 532-0031 大阪市淀川区加島一丁目６０番３６号 06-6101-6601 共同生活援助

株式会社コラブル 533-0001
大阪市東淀川区井高野一丁目３４番２８
号

080-7571-5918 共同生活援助

社会福祉法人　水仙福祉会 533-0004 大阪市東淀川区小松一丁目１３番２１号 06-6328-3786 共同生活援助

特定非営利活動法人　アビリティ
おおさか

533-0004 大阪市東淀川区小松四丁目３番２８号 06-6327-0277 共同生活援助

大阪福祉車輌株式会社 533-0006 大阪市東淀川区上新庄二丁目１番７号 050-5512-2099 共同生活援助

株式会社ルーキス 533-0007 大阪市東淀川区相川三丁目９番１３号 06-6829-7460 共同生活援助

合同会社　ＮＳＧ 533-0013 大阪市東淀川区豊里四丁目14番6号 06-6886-0770 共同生活援助

特定非営利活動法人　東淀川ふれ
あい市民の会

533-0013 大阪市東淀川区豊里五丁目２２番３号 06-6325-1523 共同生活援助

株式会社　ジー・ワイ・リアルエ
ステート

533-0014
大阪市東淀川区豊新二丁目６番６－２０
６号

06-7878-8209 共同生活援助

社会福祉法人　ひがしよどがわ福
祉会

533-0014 大阪市東淀川区豊新一丁目３番３号 06-6815-7166 共同生活援助

一般社団法人ミモザ 533-0021
大阪市東淀川区下新庄五丁目２６番１８
号　ハイツ上新第一下新庄２０１号室

06-4862-7012 共同生活援助

社会福祉法人　路交館 533-0023 大阪市東淀川区東淡路二丁目７番５号 06-6321-3955 共同生活援助

株式会社ⅰ．ｂ． 533-0031
大阪市東淀川区西淡路一丁目３番２６号
弥生新大阪第１ビル７階７０４号

06-6160-8168 共同生活援助

社会福祉法人　ノーマライゼー
ション協会

533-0032 大阪市東淀川区淡路三丁目１３番３７号 06-6328-2941 共同生活援助

株式会社ウイルワンサービス 534-0021 大阪市都島区都島本通三丁目９番３号 06-6924-9755 共同生活援助

株式会社エム・ティーケア 534-0021 大阪市都島区都島本通五丁目２番１４号 06-7163-6664 共同生活援助

株式会社福未来 534-0023
大阪市都島区都島南通二丁目１番３－９
０６号

090-1486-0031 共同生活援助

医療法人　正正会 534-0024 大阪市都島区東野田町五丁目3番33号 06-6351-0002 共同生活援助

合同会社フォレスト 535-0001 大阪市旭区太子橋一丁目25番22号 070-1748-0822 共同生活援助

合同会社Ｉｄｅａ　ｖｏｙａｇｅ 535-0002 大阪市旭区大宮一丁目８－５ 06-7505-8400 共同生活援助

株式会社Ｈｅａｒｔ　ｆｕｌｌ
Ｈａｎｄ

535-0004 大阪市旭区生江二丁目９番１６号 06-7662-8881 共同生活援助

社会福祉法人　リベルタ 535-0004 大阪市旭区生江三丁目２７番６号 06-6928-1010 共同生活援助

社会福祉法人　地域ゆめの会 535-0005 大阪市旭区赤川四丁目１番２８号 06-6925-4287 共同生活援助

特定非営利活動法人　ライフサイ
クルサポート関西

535-0011 大阪市旭区今市二丁目8-28 06-6951-6659 共同生活援助

株式会社ビィーエイト 535-0012 大阪市旭区千林二丁目１５番１２号 06-6978-4844 共同生活援助

特定非営利活動法人ぴあらいふ 535-0012
大阪市旭区千林二丁目１４番２３号　ロ
イヤルシティ第１ビルＴ１０７

06-6954-2555 共同生活援助

株式会社ａｎｔｈｅｍ 535-0022
大阪市旭区新森四丁目２３番９号　Ｒａ
ｆｆｉｎｅ新森１０１号室

06-6167-5231 共同生活援助

株式会社陽 535-0022
大阪市旭区新森五丁目７番１号202号
室

06-6951-4076 共同生活援助

特定非営利活動法人　さかえ会 535-0022 大阪市旭区新森四丁目９番８号 06-4254-5151 共同生活援助

特定非営利活動法人　光の友 535-0022 大阪市旭区新森六丁目５番１２号 06-6953-7706 共同生活援助

株式会社まほらま 535-0031 大阪市旭区高殿五丁目１２番１０号 06-4252-2525 共同生活援助

社会福祉法人　大阪福祉事業財団 536-0001 大阪市城東区古市一丁目７番８号 06-6931-0098 共同生活援助

一般社団法人和奏 536-0004
大阪市城東区今福西一丁目６－１４　メ
ルベーユ城東１０４

06-6180-4885 共同生活援助

合同会社あすらいと 536-0004
大阪市城東区今福西二丁目４番５－
810号

080-3841-9239 共同生活援助

株式会社エイト 536-0005
大阪市城東区中央２－４－１３－１４０
７

06-7162-2886 共同生活援助

一般社団法人マザーアース 536-0006
大阪市城東区野江一丁目７番２４号　京
橋第一コーポ４０５

06-6180-5453 共同生活援助

合同会社くれよん 536-0006 大阪市城東区野江三丁目２２番２３号 080-4945-8051 共同生活援助

合同会社夢海会 536-0007 大阪市城東区成育三丁目１３番２１号 06-6930-3927 共同生活援助
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有限会社　ほっと・ステーション 536-0008 大阪市城東区関目一丁目２０番２２号 06-6934-7006 共同生活援助

社会福祉法人　なかま福祉会 536-0013 大阪市城東区鴫野東一丁目６番２５号 06-6968-9503 共同生活援助

株式会社柳 536-0014 大阪市城東区鴫野西五丁目２番３６号 06-6962-6600 共同生活援助

合同会社Ｍａｋｉ　Ｌａｂ 536-0014 大阪市城東区鴫野西一丁目１８番２号 06-6969-6565 共同生活援助

株式会社ＢＲＯＯＫ 536-0016
大阪市城東区蒲生一丁目６番５号　千寿
シークⅤ２０３号室

06-6809-5430 共同生活援助

合同会社援満 536-0016 大阪市城東区蒲生一丁目３番９号 06-6167-6061 共同生活援助

特定非営利活動法人　燦然会 536-0016 大阪市城東区蒲生三丁目１０番１９号 06-6932-7580 共同生活援助

ＮＰＯ法人しおり 536-0017
大阪市城東区新喜多東一丁目８番４０白
樺ハイツ城東２１５号

06-7165-6010 共同生活援助

株式会社ＳＯＡＲ 536-0021 大阪市城東区諏訪三丁目１番８号 06-7897-3278 共同生活援助

社会福祉法人　そよ風 536-0023 大阪市城東区東中浜一丁目２番４号 06-6924-9975 共同生活援助

社会福祉法人　清心会 537-0003 大阪市東成区神路三丁目２番２０号 06-6972-8061 共同生活援助

株式会社ＬｉＮＣＵＥ 537-0011
大阪市東成区東今里一丁目７番２４号
グランディア１１０３号

06-6180-7971 共同生活援助

一般社団法人　福寿海 537-0012 大阪市東成区大今里二丁目２０番２５号 06-6981-3713 共同生活援助

特定非営利活動法人　東成精神障
害者を支える会サラダ倶楽部

537-0012 大阪市東成区大今里一丁目３０番５号 06-6976-7964 共同生活援助

ＮＰＯ法人介護予防の星きずな 537-0013
大阪市東成区大今里南二丁目９－２　グ
ロリアハイツ７０３号

06-6773-5177 共同生活援助

一般社団法人フェリスモンテ 537-0013 大阪市東成区大今里南三丁目４番２５号 06-7509-4077 共同生活援助

株式会社Ｍ＆Ｓ 537-0013 大阪市東成区大今里南六丁目１９番２号 06-6720-8163 共同生活援助

株式会社ＴＭ’Ｓ 537-0021 大阪市東成区東中本三丁目１９番２３号 06-6720-8895 共同生活援助

株式会社　マツムラ 537-0022 大阪市東成区中本三丁目１０番１６号 06-6981-2268 共同生活援助

株式会社　ビクトワール 537-0023 大阪市東成区玉津三丁目１１番７号 06-6976-0598 共同生活援助

株式会社アーミー 537-0024
大阪市東成区東小橋三丁目１３番２８－
１４０３号

06-4866-6835 共同生活援助

株式会社クボタ 537-0025 大阪市東成区中道二丁目２６番１４号 06-6926-4902 共同生活援助

特定非営利活動法人明日のステー
ジを創る会

537-0025
大阪市東成区中道二丁目４番４号　森ノ
宮光栄マンション２０２号

06-6770-9840 共同生活援助

社会福祉法人　椿福祉会 538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目２番２５号 06-6911-1002 共同生活援助

一般社団法人晄月 538-0032 大阪市鶴見区安田三丁目１４番１６号 06-4397-7637 共同生活援助

株式会社　エルフ 538-0033 大阪市鶴見区中茶屋一丁目１番１３号 06-6914-3873 共同生活援助

Ａ＆Ｄ株式会社 538-0035 大阪市鶴見区浜二丁目２番９－８０８号 090-6242-8825 共同生活援助

笠藤トータルライフサポート合同
会社

538-0051
大阪市鶴見区諸口四丁目１４番９号
シャイニングハイツ２０５号室

06-7175-1125 共同生活援助

株式会社アセンド 538-0051 大阪市鶴見区諸口四丁目15番11号 06-6915-7730 共同生活援助

合同会社よあけ 538-0051
大阪市鶴見区諸口三丁目１番１７－１０
８号

090-6071-5167 共同生活援助

合同会社縁家 538-0051
大阪市鶴見区諸口六丁目１５番３３－９
０８号

06-7174-0445 共同生活援助

特定非営利活動法人こうろ 538-0051 大阪市鶴見区諸口一丁目１番７４号 06-6912-7345 共同生活援助

合同会社栞 538-0052 大阪市鶴見区横堤四丁目２４番８号 080-4649-4749 共同生活援助

特定非営利活動法人感生 538-0052 大阪市鶴見区横堤四丁目２０番１６号 06-6913-2533 共同生活援助

株式会社サン電設 538-0053 大阪市鶴見区鶴見六丁目１０番５号 06-6912-5588 共同生活援助

株式会社帆希 538-0053
大阪市鶴見区鶴見六丁目２番１－304
号

090-5973-0822 共同生活援助

株式会社未来サポート 538-0053
大阪市鶴見区鶴見一丁目３番２８号　鶴
一ビル３階

06-6914-3107 共同生活援助

有限会社　すみれ 538-0053
大阪市鶴見区鶴見一丁目３番２８号　鶴
一ビル３階

06-6914-3107 共同生活援助

一般社団法人よもぎ 538-0054 大阪市鶴見区緑一丁目５番７号 06-6930-1123 共同生活援助

株式会社ウィート 538-0054 大阪市鶴見区緑一丁目７－１９ 06-7508-1299 共同生活援助

合同会社Ｗｏｏｄ　Ｌｉｋｅ 538-0054 大阪市鶴見区緑二丁目１番１２号１階 06-6914-2580 共同生活援助

株式会社ＥａｒｎｅｓｔＮｉｎｅ 540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央二丁目７番２０
号　ユーザック法円坂ビル７０１号

06-6926-4902 共同生活援助

株式会社Ｎｉｎｅ 540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央二丁目７番２０
号　ユーザック法円坂ビル７０１号室

06-4309-7025 共同生活援助

特定非営利活動法人Ｎｉｎｅ 540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央二丁目７－２０
ユーザック法円坂ビル７０１号室

06-4309-7025 共同生活援助

社会福祉法人　大阪府肢体不自由
者協会

540-0006
大阪市中央区法円坂一丁目1番35号
アネックスパル法円坂内

06-6940-4181 共同生活援助

特定非営利活動法人　ひこうせん 540-0006
大阪市中央区法円坂一丁目１番３５号
アネックスパル法円坂４階

06-6944-1570 共同生活援助

ヴェローナケア株式会社 540-0012 大阪市中央区谷町四丁目５番９号 06-6910-3332 共同生活援助

社会福祉法人こはる福祉会 540-0013
大阪市中央区内久宝寺町二丁目７番３１
号

06-6762-8009 共同生活援助

一般社団法人　ひきこもりねっと 540-0021
大阪市中央区大手通三丁目３番６号　本
町橋ビル５階

06-6777-6341 共同生活援助

株式会社カンガルー 540-0021 大阪市中央区大手通２－３－１４ 06-4400-7767 共同生活援助

株式会社三つ葉 540-0031 大阪市中央区北浜東１番１３号 06-6944-5500 共同生活援助

株式会社帝商産業 540-0037
大阪市中央区内平野町一丁目５番５号
内平野町ビル４階

06-6910-4350 共同生活援助
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株式会社　ワタシのお家 541-0041
大阪市中央区北浜二丁目１番１９－１３
０２号

06-4309-5492 共同生活援助

アオキメディカルケア　株式会社 541-0045 大阪市中央区道修町四丁目７番６号 06-4706-2201 共同生活援助

るけな　株式会社 541-0051 大阪市中央区備後町一丁目５番１６号 06-6690-7796 共同生活援助

株式会社　ミライエ 541-0053 大阪市中央区本町一丁目５番７号 06-6271-2725 共同生活援助

株式会社シンカネット 541-0054 大阪市中央区南本町二丁目４番１１号 06-6266-3777 共同生活援助

株式会社にこばん 541-0054 大阪市中央区南本町二丁目４番１０号 06-4300-3855 共同生活援助

関西福祉サービス株式会社 541-0054
大阪市中央区南本町二丁目１番１号　サ
ザンビル３０２号室

06-6484-5264 共同生活援助

株式会社Ｈ＆Ｂ６０ 541-0056 大阪市中央区久太郎町一丁目９番６号 080-6146-9282 共同生活援助

合同会社ケア・コーポレーション
岳都

541-0059 大阪市中央区博労町一丁目４番６号 06-6266-6060 共同生活援助

株式会社ファーストマーク 542-0012
大阪市中央区谷町六丁目６番５号　谷六
ビル８０３号

06-6753-7355 共同生活援助

社会福祉法人　恩賜財団済生会支
部大阪府済生会

542-0012 大阪市中央区谷町七丁目４番１５号 06-6763-0257 共同生活援助

一般社団法人ビューティーヘルス
アカデミー

542-0062
大阪市中央区上本町西一丁目１番１６－
９０４

090-6668-2373 共同生活援助

株式会社オネスト 542-0064
大阪市中央区上汐一丁目４番３－７０１
号

06-7177-3426 共同生活援助

株式会社Ｏ－ｅｎ 542-0066 大阪市中央区瓦屋町三丁目２番２０ 06-6776-2358 共同生活援助

株式会社クリサポ 542-0066 大阪市中央区瓦屋町三丁目１番１７号 06-4303-3773 共同生活援助

株式会社ＬｉｖｉｎｇＰＬＵＳ 542-0073 大阪市中央区日本橋二丁目１４番１６号 06-6643-9873 共同生活援助

株式会社ＡＲＴ－ＩＮＮ 542-0076 大阪市中央区難波二丁目４番２２号 06-6211-3527 共同生活援助

株式会社あるふぁ 542-0076 大阪市中央区難波二丁目４番２２号 090-8379-6759 共同生活援助

健水ライフサイエンス株式会社 542-0076 大阪市中央区難波二丁目４番２２号 06-6211-3527 共同生活援助

ａｃｅＮＥＴ株式会社 542-0081
大阪市中央区南船場一丁目３番１５号
ボーベル南船場１１０２号室

06-4304-4155 共同生活援助

ｍｏｏｌａ合同会社 542-0081
大阪市中央区南船場四丁目１０番２１－
２０３号

06-6244-8151 共同生活援助

株式会社Ｈ・Ｓ・Ｔエムプロイメ
ントサポート

542-0081 大阪市中央区南船場二丁目５番１２号 06-6972-9999 共同生活援助

株式会社ギフトホールディングス 542-0082
大阪市中央区島之内一丁目２２番２３－
６０２号室

06-6947-2755 共同生活援助

シーケープランニング合同会社 542-0085 大阪市中央区心斎橋筋１－３－２０ 06-6760-6177 共同生活援助

合同会社セルフステージ 542-0086
大阪市中央区西心斎橋二丁目１３番１８
号５０２

080-4490-8484 共同生活援助

有限会社　ＰｅａｃｅＨｅａｒｔ 543-0011 大阪市天王寺区清水谷町２０番４号 06-6764-0543 共同生活援助

一般社団法人　地域貢献研究会 543-0015 大阪市天王寺区真田山町２番２号 06-4305-7511 共同生活援助

社会福祉法人大阪市手をつなぐ育
成会

543-0021
大阪市天王寺区東高津町１２番１０号
大阪市立社会福祉センター内

06-6765-5621 共同生活援助

株式会社Ｄ＆Ｎ 543-0024 大阪市天王寺区舟橋町１番２４号 06-6763-8800 共同生活援助

ＮＰＯ法人ヘレンケラー自立支援
センターすまいる

543-0028 大阪市天王寺区小橋町２番１２号 06-6776-2000 共同生活援助

株式会社　ＳＨＩＮＤＥＮ 543-0041 大阪市天王寺区真法院町１１－１ 0721-21-8725 共同生活援助

社会福祉法人　四天王寺福祉事業
団

543-0051
大阪市天王寺区四天王寺一丁目１１番１
８号

06-6771-7971 共同生活援助

合同会社育 543-0052 大阪市天王寺区大道一丁目３番８号 090-6065-3834 共同生活援助

レオフランマ株式会社 543-0053 大阪市天王寺区北河堀町７番１６号 06-4392-7643 共同生活援助

株式会社新栄建設 543-0056
大阪市天王寺区堀越町９番８号　協進ビ
ル４０２

06-4305-1414 共同生活援助

株式会社トラスティワン 543-0061 大阪市天王寺区伶人町２番１号６０１号 06-6657-5667 共同生活援助

株式会社　あいのわ 544-0001
大阪市生野区新今里一丁目９番２２号３
Ｆ

080-3784-1751 共同生活援助

株式会社　神戸屋 544-0001 大阪市生野区新今里七丁目８番１６号 06-6757-8361 共同生活援助

株式会社日本スマイル 544-0001
大阪市生野区新今里六丁目４番１号　ハ
イツ泰陽２Ｂ号

06-7713-0741 共同生活援助

特定非営利活動法人　障害者市民
地域生活支援機構

544-0001 大阪市生野区新今里二丁目８番７号 06-6753-2007 共同生活援助

特定非営利活動法人　精神障害者
支援の会ヒット

544-0001 大阪市生野区新今里三丁目１番５号 06-4307-3354 共同生活援助

株式会社ベースマイル 544-0002 大阪市生野区小路二丁目１４番１７号 06-4977-1356 共同生活援助

ＮＰＯ法人　生野共働の家 544-0004 大阪市生野区巽北四丁目13番20号 06-6756-7131 共同生活援助

アデランテ株式会社 544-0011 大阪市生野区田島一丁目６番１４号 06-7890-1006 共同生活援助

オリビア合同会社 544-0011 大阪市生野区田島五丁目６番２９号 06-7896-8295 共同生活援助

一般社団法人ラ・ビスタ 544-0011 大阪市生野区田島二丁目２番２３号 06-7502-3646 共同生活援助

株式会社　アイディアルサポート 544-0011 大阪市生野区田島四丁目２番８号 06-6730-9930 共同生活援助

社会福祉法人　ひかり 544-0011 大阪市生野区田島五丁目１１番２６号 06-6758-3943 共同生活援助

社会福祉法人　聖フランシスコ会 544-0011 大阪市生野区田島一丁目１６番１０号 06-6754-1121 共同生活援助

特定非営利活動法人　出発のなか
まの会

544-0011 大阪市生野区田島一丁目１０番３０号 06-6754-3011 共同生活援助

株式会社ファーストステップ 544-0012 大阪市生野区巽西三丁目１－２－１Ｆ 080-1456-0782 共同生活援助

株式会社ワークロード 544-0013 大阪市生野区巽中二丁目１７番６号 06-6748-0507 共同生活援助
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株式会社サンフェイス 544-0014 大阪市生野区巽東二丁目１８番２３号 06-6751-7733 共同生活援助

ＮＰＯ法人笑夢咲 544-0023 大阪市生野区林寺四丁目１２番１２号 06-6773-9441 共同生活援助

ＮＰＯ法人日和 544-0023 大阪市生野区林寺四丁目７番２４号 06-6714-4994 共同生活援助

一般社団法人慈敬 544-0024 大阪市生野区生野西三丁目６番１５号 06-6777-5617 共同生活援助

一般社団法人　イエローリボン 544-0031 大阪市生野区鶴橋二丁目２０番１５号 06-6712-3210 共同生活援助

合同会社ＨｉＲａＭｅＫｉ 544-0032
大阪市生野区中川西一丁目７番４号１－
Ｂ

06-6777-1161 共同生活援助

合同会社ＴＡＫＫほほえみ 544-0033 大阪市生野区勝山北五丁目１４番６号 06-7892-5888 共同生活援助

特定非営利活動法人大阪市市民生
活支援センター

544-0033 大阪市生野区勝山北三丁目８番２３号 06-6715-1588 共同生活援助

イエローリボン株式会社 544-0034 大阪市生野区桃谷二丁目２１番１５号 06-6718-5181 共同生活援助

特定非営利活動法人　Ｑ．Ｂ 544-0034 大阪市生野区桃谷二丁目１番９号 06-6741-4011 共同生活援助

医療法人　西口診療所 545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目３１番
１０号

06-6719-2702 共同生活援助

株式会社トレンドマート 545-0001
大阪市阿倍野区天王寺町北一丁目３番３
号

06-6711-0886 共同生活援助

株式会社Ｎ 545-0011
大阪市阿倍野区昭和町二丁目１９番２８
号　青葉グランドビル４０１号

06-6615-9010 共同生活援助

株式会社Ｒｅｂｏｒｎ 545-0011
大阪市阿倍野区昭和町二丁目１２番２６
号　プレミスト１３０３

080-3860-4592 共同生活援助

合同会社クロスビギン 545-0011
大阪市阿倍野区昭和町二丁目１７番２３
－２０２号

06-6624-5022 共同生活援助

社会福祉法人日本ヘレンケラー財
団

545-0011 大阪市阿倍野区昭和町三丁目４番２７号 06-6628-2229 共同生活援助

株式会社　レイアップ 545-0014
大阪市阿倍野区西田辺町二丁目２番２７
号

06-7505-6563 共同生活援助

株式会社　Ｔ－Ｗｉｎｇ 545-0021
大阪市阿倍野区阪南町三丁目２９番２０
号

072-248-6337 共同生活援助

株式会社おーるらいと 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町五丁目６番７号 050-1293-2462 共同生活援助

合同会社ほのぼの家族 545-0021
大阪市阿倍野区阪南町三丁目２９番１４
号

06-6657-5294 共同生活援助

ＯＩＳ株式会社 545-0023
大阪市阿倍野区王子町四丁目１番４８－
１０６号

090-9884-3148 共同生活援助

特定非営利活動法人　Ｃ・ドリー
ムの会

545-0023 大阪市阿倍野区王子町三丁目5番31号 06-6621-7439 共同生活援助

特定非営利活動法人　スマイル
ホープ

545-0023 大阪市阿倍野区王子町三丁目５番３１号 072-320-3110 共同生活援助

特定非営利活動法人スマイルホー
プ

545-0023 大阪市阿倍野区王子町三丁目５番３１号 072-220-6027 共同生活援助

特定非営利活動法人　コーナス 545-0041 大阪市阿倍野区共立通二丁目３番２２号 06-6659-9312 共同生活援助

特定非営利活動法人　ワークス
テージ

545-0041 大阪市阿倍野区共立通一丁目４番１４号 06-6115-6687 共同生活援助

株式会社心 545-0042 大阪市阿倍野区丸山通一丁目５番７号 06-7173-8290 共同生活援助

株式会社　ピースフル 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋四丁目１５番１
７号

06-6626-0555 共同生活援助

株式会社Ｋプランニング・サービ
ス

545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋２丁目２－２３
－３０９

06-7896-3701 共同生活援助

特定非営利活動法人　至誠 545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋四丁目１３番２
０号　ユートマンション１０１号室

06-6624-6685 共同生活援助

ＫＥＩ株式会社 545-0053
大阪市阿倍野区松崎町三丁目１３－３５
－８０１

06-7710-6384 共同生活援助

株式会社ＫＳパートナーズ 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町二丁目３番３７号 06-6643-9011 共同生活援助

株式会社　ナチュラル・ヒーリン
グ・インターナショナル

546-0001
大阪市東住吉区今林二丁目１番１号　ユ
リシス・エン・ファミエ１階

06-6752-2386 共同生活援助

株式会社小田 546-0001 大阪市東住吉区今林二丁目７番２４号 070-8531-6550 共同生活援助

社会福祉法人　今川学園 546-0003 大阪市東住吉区今川三丁目５番８号 06-6713-6106 共同生活援助

株式会社Ｋｉｒａｒａ 546-0013 大阪市東住吉区湯里四丁目１８番３号 06-4305-7737 共同生活援助

株式会社スガ 546-0013 大阪市東住吉区湯里五丁目４番１４号 06-6797-2861 共同生活援助

社会福祉法人　嘉誠会 546-0013 大阪市東住吉区湯里二丁目５番８号 06-6704-2971 共同生活援助

一般社団法人つぐみ 546-0021
大阪市東住吉区照ケ丘矢田一丁目１０－
２

06-6777-1334 共同生活援助

一般社団法人あゆみ会 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田六丁目１４番９
号

06-7892-2010 共同生活援助

一般社団法人爽楽 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田一丁目２５番２
３号

06-4305-4832 共同生活援助

株式会社ＰＡＧＥ　Ｒ 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田二丁目６番１５
号

06-6711-0110 共同生活援助

合同会社Ｄ　ｓｅｌｆ　ｓｕｐｐ
ｏｒｔ

546-0022
大阪市東住吉区住道矢田四丁目１１番１
１号

06-6777-8483 共同生活援助

社会福祉法人　福祉ネット大和川 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田七丁目9番13
号

06-6769-7545 共同生活援助

特定非営利活動法人　いちごの会 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田三丁目４番３号 06-6769-1517 共同生活援助

特定非営利活動法人ヤハウェ 546-0022
大阪市東住吉区住道矢田４丁目１６番１
０号

06-6709-3525 共同生活援助

株式会社ＭＡＲＩコーポレーショ
ン

546-0023 大阪市東住吉区矢田二丁目１３番１０号 06-7890-8415 共同生活援助
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合同会社マイスマイル 546-0023 大阪市東住吉区矢田４－６－２０ 06-7710-0659 共同生活援助

社会福祉法人　ふれあい共生会 546-0023 大阪市東住吉区矢田三丁目１６番８号 06-6699-1900 共同生活援助

特定非営利活動法人　だんでらい
おん

546-0023 大阪市東住吉区矢田五丁目９番８号 06-7668-1101 共同生活援助

株式会社ＴＡＪＩＲＩ 546-0024
大阪市東住吉区公園南矢田二丁目５番１
６号

06-6697-0033 共同生活援助

社会福祉法人　つむぎ福祉会 546-0031 大阪市東住吉区田辺六丁目４番１号 06-6625-8253 共同生活援助

特定非営利活動法人ちゅうぶ 546-0031 大阪市東住吉区田辺五丁目５番２０号 06-4703-3740 共同生活援助

合同会社ＤａｉｓｙＢｌｏｏｍ 546-0032 大阪市東住吉区東田辺三丁目２５番４号 06-6699-5501 共同生活援助

合同会社あったかホーム 546-0032 大阪市東住吉区東田辺三丁目３番９号 06-6694-6651 共同生活援助

特定非営利活動法人長居公園元気
ネット

546-0033 大阪市東住吉区南田辺五丁目１１番１号 06-6608-0078 共同生活援助

社会福祉法人　ユイ 546-0035 大阪市東住吉区山坂五丁目１６番２７号 06-6699-8118 共同生活援助

一般社団法人ひまわり 546-0041 大阪市東住吉区桑津三丁目１４番２７号 06-7165-6777 共同生活援助

株式会社ＯＮＥＬ． 546-0041 大阪市東住吉区桑津二丁目１４番３号 06-6777-1699 共同生活援助

株式会社古池屋 546-0041
大阪市東住吉区桑津四丁目１番１号　メ
ランジュ天王寺東６Ｆ

06-6719-0505 共同生活援助

株式会社　ぽとふカンパニー 546-0043 大阪市東住吉区駒川五丁目１番９号 06-6697-1704 共同生活援助

株式会社　リカバリーサポート 546-0043
大阪市東住吉区駒川三丁目１５－９－１
０６号室

06-6625-6363 共同生活援助

合同会社せせらぎ 546-0044 大阪市東住吉区北田辺六丁目１番１７号 06-6654-4229 共同生活援助

株式会社ＺＥＮ　ＣＡＲＥ 547-0001 大阪市平野区加美北九丁目５番２４号 080-6165-4770 共同生活援助

合同会社Ｌｉｖｅ　Ｔｏｇｅｔｈ
ｅｒ

547-0001 大阪市平野区加美北七丁目７番２１号 080-3846-0314 共同生活援助

有限会社パッケム 547-0001 大阪市平野区加美北四丁目１０番２号 06-6793-0330 共同生活援助

株式会社樹サポート 547-0005 大阪市平野区加美西一丁目１５番４号 090-4853-3242 共同生活援助

株式会社和みサポート 547-0005 大阪市平野区加美西一丁目１５番４号 090-4853-3242 共同生活援助

合同会社すまいる 547-0011 大阪市平野区長吉出戸三丁目２番４号 06-6708-3704 共同生活援助

特定非営利活動法人　トライアン
グル

547-0012 大阪市平野区長吉六反五丁目６番３２号 06-4302-7020 共同生活援助

特定非営利活動法人　あおぞら学
園

547-0014 大阪市平野区長吉川辺二丁目３番５３号 06-6700-0565 共同生活援助

有限会社ＳＫ 547-0014 大阪市平野区長吉川辺一丁目３番１１号 06-4302-3667 共同生活援助

株式会社グローライフ 547-0015
大阪市平野区長吉長原西一丁目４番１５
号

06-7176-3939 共同生活援助

ＮＰＯ法人ひまわり園 547-0016
大阪市平野区長吉長原一丁目５番４６－
１０５号

06-4302-5454 共同生活援助

株式会社アルファ 547-0016 大阪市平野区長吉長原三丁目５番20号 06-6626-4567 共同生活援助

特定非営利活動法人　翔夢 547-0016 大阪市平野区長吉長原二丁目１２番５号 06-6760-6167 共同生活援助

株式会社ＺＥＫＡＲＵＨＡ 547-0021
大阪市平野区喜連東五丁目１４番２－４
０１号

06-7896-0305 共同生活援助

特定非営利活動法人　わかたけ会 547-0022 大阪市平野区瓜破東八丁目７番１６号 06-6790-0612 共同生活援助

特定非営利活動法人　ティンクル 547-0024 大阪市平野区瓜破一丁目4番5-202号 06-6702-3109 共同生活援助

有限会社　アリーナオカモト 547-0024 大阪市平野区瓜破三丁目１番１３号 06-6706-7753 共同生活援助

合同会社ＧＬＡＮＺ 547-0026 大阪市平野区喜連西四丁目７番４８号 06-6777-3637 共同生活援助

特定非営利活動法人ダッシュ・オ
ン

547-0026
大阪市平野区喜連西六丁目２番７１－３
０１号

06-6769-0011 共同生活援助

ＮＰＯ法人あんじゅ 547-0027 大阪市平野区喜連三丁目７番４３号 06-6705-6996 共同生活援助

株式会社ＨＡＲＵ　ＨＡＲＵ 547-0027 大阪市平野区喜連一丁目７番３８号 06-6707-9549 共同生活援助

社会福祉法人　永寿福祉会 547-0027 大阪市平野区喜連二丁目２番４０号 06-6760-0710 共同生活援助

特定非営利活動法人　ビハーラ２
１

547-0027 大阪市平野区喜連二丁目４番３２号 06-6657-5700 共同生活援助

有限会社ミツヤマ 547-0027 大阪市平野区喜連五丁目５番１８号 06-6708-5392 共同生活援助

合同会社ぶどうの樹 547-0032 大阪市平野区流町三丁目７番１０号 080-5319-7496 共同生活援助

特定非営利活動法人　コムニタス 547-0032 大阪市平野区流町四丁目2番6号 06-6703-0584 共同生活援助

株式会社ライフケアネクスト 547-0033 大阪市平野区平野西四丁目１０番１２号 06-7171-0405 共同生活援助

株式会社せいあい 547-0034 大阪市平野区背戸口一丁目２２番２号 06-6708-0101 共同生活援助

特定非営利活動法人おれんじ 547-0034 大阪市平野区背戸口五丁目６番１７号 06-6705-8100 共同生活援助

一般社団法人　ひるり 547-0035
大阪市平野区西脇三丁目１番１号　オー
ナーズマンション西脇５階

06-6777-6211 共同生活援助

合同会社ｂｅｌｉｆｅ 547-0043 大阪市平野区平野東二丁目３番８号 06-6770-5073 共同生活援助

特定非営利活動法人　Ｊ－ｐａｌ 547-0046
大阪市平野区平野宮町一丁目５番５－１
７１号

06-6793-4355 共同生活援助

ＮＰＯ法人　オリーブひらの 547-0047 大阪市平野区平野元町５番２号 06-6792-0092 共同生活援助

株式会社彩 547-0048 大阪市平野区平野馬場一丁目６番１０号 06-6793-7550 共同生活援助

ピースクルーズ　株式会社 550-0005 大阪市西区西本町一丁目５番３号 06-6538-3965 共同生活援助

ＨｕｍｍｉｎｇＬｉｆｅ株式会社 550-0012 大阪市西区立売堀一丁目４番１２号 06-6539-1005 共同生活援助

株式会社ｌｉｔ 550-0012 大阪市西区立売堀一丁目２番１２号 06-6535-7060 共同生活援助

株式会社まえだ鍼灸院 550-0013 大阪市西区新町一丁目４番12号 070-6683-7631 共同生活援助

株式会社リアルター 550-0013
大阪市西区新町一丁目２番１３号　新町
ビル

06-6539-8608 共同生活援助

-　資143　-



有限会社三貴商事 550-0013
大阪市西区新町三丁目５番２１－８０４
号

06-6538-9007 共同生活援助

ｆｏｒｃｅｓ株式会社 550-0014 大阪市西区北堀江一丁目１２番６号 06-6532-6555 共同生活援助

株式会社Ｔｓカンパニー 550-0014
大阪市西区北堀江四丁目２番２７－１３
０２号

06-6568-9998 共同生活援助

株式会社プルース 550-0014
大阪市西区北堀江四丁目６番９－４０１
号

06-6536-0225 共同生活援助

今流行り合同会社 550-0015
大阪市西区南堀江１－１９－７　シエロ
南堀江９０１号室

070-8545-1196 共同生活援助

社会福祉法人　ワークスユニオン 551-0001
大阪市大正区三軒家西一丁目１７番１８
号

06-6556-0881 共同生活援助

特定非営利活動法人桜会 551-0002 大阪市大正区三軒家東二丁目８番５号 06-6552-6075 共同生活援助

合同会社あおい 551-0003 大阪市大正区千島一丁目２７番２２号 06-6554-3550 共同生活援助

ウィル・アップ株式会社 551-0031 大阪市大正区泉尾二丁目２０番１８号 090-8880-6421 共同生活援助

株式会社　光惠 551-0032 大阪市大正区北村一丁目１４－１８ 06-6655-5448 共同生活援助

社会福祉法人　精神障害者社会復
帰促進協会

552-0001 大阪市港区波除五丁目７番６号 06-6567-8071 共同生活援助

株式会社大坂不動産事務所 552-0004 大阪市港区夕凪一丁目１番６号 06-6577-6161 共同生活援助

株式会社フェイト 552-0007
大阪市港区弁天四丁目１３番２３－１０
７号

06-6786-8489 共同生活援助

特定非営利活動法人南市岡地域活
動協議会

552-0011 大阪市港区南市岡二丁目７番１８号 06-6582-4277 共同生活援助

ＮＰＯ法人ラッキーセサミ 552-0012 大阪市港区市岡四丁目３番２号 06-6572-7572 共同生活援助

特定非営利活動法人　悠々会 552-0016 大阪市港区三先二丁目2番5号 06-6571-1119 共同生活援助

株式会社ヘルプズ・アンド・カン
パニー

552-0021 大阪市港区築港三丁目３番１－５１１号 06-7173-2055 共同生活援助

一般社団法人近畿福祉会 553-0001 大阪市福島区海老江六丁目１１番５号 06-6136-8061 共同生活援助

株式会社エムレガロ 553-0003
大阪市福島区福島七丁目２０番１８－２
３０８号

06-6442-7031 共同生活援助

社会福祉法人全電通近畿社会福祉
事業団

553-0003 大阪市福島区福島三丁目１番７３号 06-6458-5723 共同生活援助

株式会社マルヒデ 553-0004 大阪市福島区玉川三丁目３番１０号 06-6225-4588 共同生活援助

社会福祉法人　ゆうのゆう 553-0006 大阪市福島区吉野四丁目２７番１０号 06-6465-9133 共同生活援助

社会福祉法人　平成福祉会 553-0006 大阪市福島区吉野一丁目２１番１４号 06-6459-4961 共同生活援助

社会福祉法人　すずらん福祉会 553-0007 大阪市福島区大開一丁目１９番３２号 06-6461-4849 共同生活援助

合同会社匡 554-0002 大阪市此花区伝法三丁目９番１２号 06-6460-1367 共同生活援助

ＮＰＯ法人ＭＵＡ未来 554-0013 大阪市此花区梅香三丁目１１番４号１Ｆ 06-6464-5588 共同生活援助

ＮＰＯ法人関西七福神グループ 554-0013 大阪市此花区梅香一丁目１９番５号 06-6466-0729 共同生活援助

ＯＴＴＯ合同会社 554-0013 大阪市此花区梅香一丁目１５番２０号 06-6147-8997 共同生活援助

特定非営利活動法人はばたく 554-0014 大阪市此花区四貫島二丁目２６番１３号 06-6466-1103 共同生活援助

一般社団法人エソラ 554-0023 大阪市此花区春日出南二丁目５番４号 06-6460-2120 共同生活援助

一般社団法人Ａｍｏｒ 554-0024
大阪市此花区島屋六丁目２番１１０－２
１１３号

06-6136-8774 共同生活援助

おりーぶ庵株式会社 554-0051 大阪市此花区酉島三丁目２７番６号 06-4256-5103 共同生活援助

有限会社げんきなむら 555-0001
大阪市西淀川区佃四丁目８番６－２０２
号

06-6475-0113 共同生活援助

一般社団法人Ｃｌｏｖｅｒ 555-0012
大阪市西淀川区御幣島六丁目１１番２７
－１０２号

06-6195-5444 共同生活援助

株式会社ＬＤＳＪＡＰＡＮ 555-0012 大阪市西淀川区御幣島六丁目１５番９号 06-7777-0130 共同生活援助

特定非営利活動法人　いきいき 555-0013 大阪市西淀川区千舟二丁目１０番６号 06-6471-7729 共同生活援助

株式会社ドリームエンタープライ
ズ

555-0021 大阪市西淀川区歌島一丁目３番７号 06-6476-3511 共同生活援助

合同会社　リアン 555-0022
大阪市西淀川区柏里一丁目１番１３号
エクセルウィーン塚本５０１号室

06-4981-3406 共同生活援助

株式会社Ｄogs音頭 555-0024 大阪市西淀川区野里三丁目４番３-513 06-6471-8110 共同生活援助

株式会社アズキ 555-0033 大阪市西淀川区姫島五丁目３番２８号 06-6459-9913 共同生活援助

合同会社ＨＥＲＯ 555-0033
大阪市西淀川区姫島四丁目２０番５－７
０４号

06-7713-3969 共同生活援助

特定非営利活動法人　障害者地域
生活支援の会なにわ

556-0001 大阪市浪速区下寺三丁目２番７号 06-6633-3171 共同生活援助

アクティブサポート株式会社 556-0003 大阪市浪速区恵美須西三丁目２番１１号 06-6644-9520 共同生活援助

一般社団法人大地のめぐみ 556-0003 大阪市浪速区恵美須西三丁目３番２６号 06-6636-7784 共同生活援助

株式会社ＣＡＲＬＯ 556-0005
大阪市浪速区日本橋四丁目１３番５－６
０２号

06-6563-9776 共同生活援助

特定非営利活動法人　大阪マック 556-0006 大阪市浪速区日本橋東一丁目３番５号 06-6648-1717 共同生活援助

株式会社ｆｒｉｅｎｄｓ 556-0011
大阪市浪速区難波中一丁目９番１０－３
０５号

06-6136-7761 共同生活援助

合同会社ＷｅｌＣｒｏｗｎ 556-0012
大阪市浪速区敷津東三丁目１０番２２－
６０２号

06-6644-1188 共同生活援助

株式会社　ＦＡＩＴＨ 556-0014
大阪市浪速区大国一丁目１２番２１　サ
ンプラザ浪速１番館　６０１号室

06-6630-7131 共同生活援助

株式会社Ｄ・Ｈプランニング 556-0014 大阪市浪速区大国一丁目３番１号 06-6568-9933 共同生活援助

社会福祉法人　ピースクラブ 556-0014 大阪市浪速区大国一丁目１１番１号 06-6647-2077 共同生活援助
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さくら総合事務所株式会社 556-0015 大阪市浪速区敷津西二丁目１３番２３号 06-6647-5507 共同生活援助

株式会社Ｓ－ＦＩＥＬＤ 556-0016 大阪市浪速区元町一丁目５番１５号 06-4963-3801 共同生活援助

株式会社アヴェイル 556-0016
大阪市浪速区元町２－１１－１４　ＭＡ
ビル３階

06-4708-5981 共同生活援助

社会医療法人寿会 556-0017 大阪市浪速区湊町一丁目４番４８号 06-6568-1601 共同生活援助

社会福祉法人産経新聞厚生文化事
業団

556-0017
大阪市浪速区湊町二丁目１番５７号　難
波サンケイビル

06-6633-9240 共同生活援助

デリファーム株式会社 556-0022 大阪市浪速区桜川一丁目１番３０号 090-3627-2284 共同生活援助

社会福祉法人　ストローム福祉会 557-0001 大阪市西成区山王二丁目５番４号 06-6633-8415 共同生活援助

一般社団法人聖天下就労支援セン
ター

557-0012 大阪市西成区聖天下一丁目８番１７号 06-6625-8812 共同生活援助

合同会社ライン 557-0014
大阪市西成区天下茶屋一丁目２９番２３
号　みらい１０２

06-6655-5020 共同生活援助

特定非営利活動法人　アザリア 557-0014 大阪市西成区天下茶屋一丁目３２番３号 06-6658-2900 共同生活援助

株式会社ジョブシェアパートナー
ズ

557-0015 大阪市西成区花園南一丁目４番１５号 06-7164-7581 共同生活援助

合同会社ｓｔａｂｌｅ 557-0015 大阪市西成区花園南二丁目４番１０号 090-3705-8560 共同生活援助

株式会社ＨＡＰＰＹ 557-0016 大阪市西成区花園北二丁目１２番２８号 06-6586-9644 共同生活援助

株式会社ラファライフ 557-0022 大阪市西成区中開２丁目５番１号 090-8232-4990 共同生活援助

社会福祉法人ヒューマンライツ福
祉協会

557-0024 大阪市西成区出城一丁目６番１４号 06-6636-9900 共同生活援助

一般社団法人大阪パーソンパワー
の会

557-0031 大阪市西成区鶴見橋三丁目５番２７号 06-6561-0139 共同生活援助

合同会社歩のか 557-0032 大阪市西成区旭二丁目３番１７号 06-6563-6655 共同生活援助

合同会社こころナース 557-0053 大阪市西成区千本北二丁目２２－４ 06-6627-9321 共同生活援助

一般社団法人なごみ 557-0061 大阪市西成区北津守一丁目４番３５号 06-6394-7199 共同生活援助

合同会社　ポータル 557-0061 大阪市西成区北津守四丁目７番１５号 0721-25-0867 共同生活援助

株式会社アイカ 557-0062 大阪市西成区津守三丁目５番４４号 090-2802-4748 共同生活援助

３ピース株式会社 557-0063 大阪市西成区南津守３丁目１番１号 072-395-6941 共同生活援助

Ｔ－ＤＥＳＩＧＮ株式会社 557-0063
大阪市西成区南津守三丁目１番３６－２
０２号

06-6616-7018 共同生活援助

合同会社アスター 558-0002 大阪市住吉区長居西三丁目４番４号 06-7161-6179 共同生活援助

社会福祉法人　あいえる協会 558-0003
大阪市住吉区長居一丁目３番１９号　和
光第３ビル３階

06-6694-5146 共同生活援助

合同会社ＴＡＫ 558-0004 大阪市住吉区長居東一丁目６番２５号 06-6776-8530 共同生活援助

株式会社アヴニール 558-0011
大阪市住吉区苅田九丁目８番１３－１０
５号

06-7850-1422 共同生活援助

相生株式会社 558-0011
大阪市住吉区苅田九丁目１４番７号　２
１コートマルナカ７０３号

06-6697-7732 共同生活援助

株式会社ＬＩＦＩＸ 558-0012 大阪市住吉区庭井一丁目３番１２号 080-3820-9944 共同生活援助

社会福祉法人あさか会 558-0021 大阪市住吉区浅香二丁目２番５７号 06-6698-5702 共同生活援助

株式会社ｌｅｖｅｌｓ 558-0022
大阪市住吉区杉本一丁目４－２７　ジュ
ネスシャトー７号館１０１

06-6537-9015 共同生活援助

株式会社　フェニックス 558-0023 大阪市住吉区山之内一丁目１４番１０号 06-6608-2312 共同生活援助

社会福祉法人　よさみ野福祉会 558-0023 大阪市住吉区山之内四丁目12番31号 06-6699-7767 共同生活援助

株式会社Ｇａｎｃｈａｎ 558-0031
大阪市住吉区沢之町２－１０－１
シャーメゾンＭａｉＭａｉ２０１

080-6539-9835 共同生活援助

有限会社泉光企画 558-0031
大阪市住吉区沢之町一丁目１１番１７号
沢之町駅前ビルマンション２０１号

06-6615-9519 共同生活援助

一般社団法人おもいやり 558-0042
大阪市住吉区殿辻一丁目２番３１－１０
３号

06-6694-1750 共同生活援助

株式会社ふれあい薬局 558-0044 大阪市住吉区長峡町８番３－３０２号 06-6770-5396 共同生活援助

合同会社ｋｅｅｐｓａｋｅ 558-0053 大阪市住吉区帝塚山中一丁目５番２９号 06-6654-6626 共同生活援助

社会福祉法人　ライフサポート協
会

558-0054
大阪市住吉区帝塚山東五丁目１０番１５
号

06-6676-0753 共同生活援助

株式会社　ＡＺ 558-0055 大阪市住吉区万代三丁目１１番３号 06-6655-0681 共同生活援助

有限会社ＭＹサポート 559-0001
大阪市住之江区粉浜三丁目１４番１４号
ハイツ住吉公園１０１号

06-7178-7118 共同生活援助

株式会社ＣＮＣ 559-0003 大阪市住之江区安立一丁目１１番５号 06-6671-1520 共同生活援助

株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔ 559-0003 大阪市住之江区安立四丁目１１番２２号 06-6661-6066 共同生活援助

合同会社マウンテン 559-0003 大阪市住之江区安立四丁目１６番２３号 06-6690-0686 共同生活援助

一般社団法人プレジール 559-0006
大阪市住之江区浜口西三丁目８番１号
メゾンキコー住之江８０１号

06-6115-6542 共同生活援助

合同会社　雅 559-0012
大阪市住之江区東加賀屋一丁目１－３２
－１５０２

06-4708-6046 共同生活援助

株式会社　夢空間 559-0013
大阪市住之江区御崎六丁目１番３号　タ
カラビル２階

06-6681-5788 共同生活援助

成尾商店株式会社 559-0013 大阪市住之江区御崎一丁目９番９号 06-6681-1255 共同生活援助

一般社団法人青空 559-0015
大阪市住之江区南加賀屋三丁目６番２５
号

06-6105-1917 共同生活援助

社会福祉法人　いわき学園 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋三丁目９番２号 06-6682-1213 共同生活援助

株式会社　さくらっ子 559-0025 大阪市住之江区平林南二丁目６番７６号 06-6686-8739 共同生活援助
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株式会社ジヨン 559-0033
大阪市住之江区南港中四丁目７番２４－
７１３号

06-6615-8216 共同生活援助

一般社団法人発達支援センターこ
こ

559-0034
大阪市住之江区南港北二丁目１番１０号
ＡＴＣビル３Ｆ

06-4703-2525 共同生活援助

株式会社　みのり 560-0011
豊中市上野西三丁目１４番１４号　上野
西３番館２Ｂ号室

072-221-8157 共同生活援助

社会福祉法人　あさひ会 560-0023 豊中市岡上の町二丁目２番３１号 06-6845-5560 共同生活援助

社会福祉法人　蒲公英会 560-0031 豊中市蛍池北町三丁目３番７号 06-6152-5858 共同生活援助

社会福祉法人　豊中のぞみ会 560-0032 豊中市蛍池東町一丁目１番１０号 06-6843-6666 共同生活援助

株式会社　トキ 560-0051
豊中市永楽荘二丁目１番１４号　貝原ビ
ル２Ｆ

06-6855-6093 共同生活援助

株式会社トゥレジュール 560-0052 豊中市春日町一丁目３番３号 06-6476-9798 共同生活援助

合同会社　こころ 560-0052
豊中市春日町四丁目１７番１２－２０３
号

06-7897-0172 共同生活援助

合同会社　さわやかホーム 560-0053 豊中市向丘一丁目７番１５－５０７号 06-6152-8585 共同生活援助

合同会社　豊 560-0055 豊中市柴原町５丁目３番１９号 06-7501-4819 共同生活援助

社会福祉法人　豊中きらら福祉会 560-0084 豊中市新千里南町二丁目１番３２号 06-6170-6590 共同生活援助

社会福祉法人　和 560-0084 豊中市新千里南町二丁目13番1号 06-6833-0028 共同生活援助

株式会社　シンマン 561-0844
豊中市利倉西二丁目８番１号　グリーン
サイドマンション９１３号

06-6864-7860 共同生活援助

社会福祉法人　豊中太陽会 561-0856 豊中市穂積一丁目９番６号 06-6862-1001 共同生活援助

社会福祉法人　育夢 561-0857 豊中市服部寿町三丁目１８番１２号 06-6868-2153 共同生活援助

株式会社　ジャパン・グローリー 561-0859 豊中市服部豊町二丁目１６番２８号 06-6863-6888 共同生活援助

稲実ハウス株式会社 561-0881 豊中市中桜塚二丁目３１番１号 06-6398-9194 共同生活援助

社会福祉法人　豊中親和会 561-0881
豊中市中桜塚四丁目８番１３号　ミレ桜
塚４階

06-6868-9701 共同生活援助

あん　株式会社 561-0882 豊中市南桜塚三丁目６－３－３０６ 06-4865-3030 共同生活援助

株式会社　ＮＵ 561-0882 豊中市南桜塚三丁目１３番１４号 06-6115-7597 共同生活援助

社会福祉法人息吹 562-0001 箕面市箕面三丁目９番１９号 072-721-9006 共同生活援助

特定非営利活動法人　箕面市障害
者の生活と労働推進協議会

562-0001 箕面市箕面四丁目８番３０号 072-723-3342 共同生活援助

ＮＰＯ法人プラスＷｅ 562-0004
箕面市牧落二丁目９番１３号　スコーラ
９２、１階１号室

072-734-8021 共同生活援助

株式会社　ワンズプレジャー 562-0005 箕面市新稲１丁目１８番９号 080-1424-2627 共同生活援助

株式会社バトン 562-0022 箕面市粟生間谷東七丁目１６番４号 072-703-4558 共同生活援助

株式会社　徳洋福祉会 562-0023 箕面市粟生間谷西七丁目４１番１９号 072-728-0768 共同生活援助

株式会社シーシー 562-0025 箕面市粟生外院一丁目２０番７号 072-200-2892 共同生活援助

医療法人清順堂 562-0033 箕面市今宮四丁目５番２４号 072-729-7615 共同生活援助

社会福祉法人あかつき福祉会 562-0045 箕面市瀬川三丁目３番２１号 072-722-6162 共同生活援助

社会福祉法人　池田芽ばえ福祉会 563-0012 池田市東山町５８９番地 072-750-0560 共同生活援助

サウストップ合同会社 563-0021 池田市畑一丁目６番２８－２０１号 072-768-8278 共同生活援助

株式会社　ファーストステップ 563-0022
池田市旭丘一丁目１１番１９号　東光ビ
ル

072-751-1153 共同生活援助

社会福祉法人惠愛会 563-0023 池田市井口堂二丁目４番６号 072-760-0003 共同生活援助

株式会社ＲＴ 563-0032 池田市石橋一丁目１１番１号 072-737-8930 共同生活援助

合同会社ロータス 563-0042 池田市宇保町４番４号 072-751-3858 共同生活援助

社会福祉法人てしま福祉会 563-0042
池田市宇保町８番３０号　ジェムトレン
ド１０１号

072-750-3230 共同生活援助

一般社団法人Ｓｕｎふらわー 563-0043 池田市神田二丁目９番１４号 090-7493-9045 共同生活援助

特定非営利活動法人縁二一 563-0047 池田市室町４番３７号 072-752-7690 共同生活援助

利楽心株式会社 563-0058 池田市栄本町１番８号 072-752-0727 共同生活援助

社会福祉法人豊悠福祉会 563-0101 豊能郡豊能町吉川１８７番地の１ 072-733-2305 共同生活援助

社会福祉法人北摂福祉会 563-0113 豊能郡能勢町倉垣６０番地 072-737-2133 共同生活援助

社会福祉法人四幸舎和会 563-0123 豊能郡能勢町下田尻２０番地 072-735-2212 共同生活援助

社会福祉法人宝島福祉会 563-0365 豊能郡能勢町上杉１０２番地 072-734-1812 共同生活援助

株式会社　山下運送店 563-0372 豊能郡能勢町山辺４０９番地の３２ 072-743-5283 共同生活援助

レボリューション合同会社 564-0002 吹田市岸部中五丁目５番１２－１号 06-7506-5040 共同生活援助

株式会社輝ホールディングス 564-0027 吹田市朝日町２３番１４号 06-6318-1883 共同生活援助

合同会社　ＡＭＩＮＡＳ 564-0028 吹田市昭和町５番７号 070-8420-6541 共同生活援助

特定非営利活動法人　ほほえみ 564-0028 吹田市昭和町６番９号 06-4860-7822 共同生活援助

株式会社　Ｙｏｕ　Ｉ 564-0036 吹田市寿町二丁目１５番１号 06-6170-3535 共同生活援助

社会福祉法人　コミュニティキャ
ンパス

564-0036 吹田市寿町一丁目6番10号2F 06-6318-1505 共同生活援助

社会福祉法人　ぷくぷく福祉会 564-0036 吹田市寿町二丁目１７番１７号 06-6317-5598 共同生活援助

社会福祉法人コミュニティキャン
パス

564-0036 吹田市寿町一丁目６番１０号　２Ｆ 06-6318-1505 共同生活援助

サンシャインホーム　株式会社 564-0041 吹田市泉町二丁目４７番８号 06-6155-5222 共同生活援助

社会福祉法人　のぞみ福祉会 564-0041 吹田市泉町五丁目９番６号 06-6338-0041 共同生活援助

特定非営利活動法人　以和貴 564-0041
吹田市泉町一丁目４番３号メゾンドオク
ノ

06-6310-7040 共同生活援助
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株式会社　アイリスホーム 564-0051 吹田市豊津町１番１８号 0120-849-153 共同生活援助

有信アクロス株式会社 564-0053 吹田市江の木町１７番１号 06-6339-8400 共同生活援助

株式会社ライトユーインターナ
ショナル

564-0063 吹田市江坂町四丁目27番15号 06-7505-2006 共同生活援助

社会福祉法人　さつき福祉会 564-0072 吹田市出口町１９番１号 06-6389-0614 共同生活援助

株式会社　キープレイス 564-0073 吹田市山手町四丁目４番２７－１号 06-7163-3062 共同生活援助

有限会社　ハントン 564-0073 吹田市山手町二丁目１６番３６号 06-6310-8480 共同生活援助

特定非営利活動法人　ホッと 564-0082 吹田市片山町１丁目２５番４号 06-6339-3350 共同生活援助

株式会社プレジャー 565-0813 吹田市千里丘下６番Ｃー３０６号 06-7777-2630 共同生活援助

株式会社ＨＹＧＧＥ 565-0817 吹田市長野西１７番１号 090-1955-3387 共同生活援助

特定非営利活動法人　ネクスト 565-0823 吹田市山田南３０番３８ー２０１号 06-6318-6736 共同生活援助

特定非営利活動法人　Ｗｉｌｌ 565-0824 吹田市山田西二丁目１６番５号 06-6877-0266 共同生活援助

合同会社すまいるさぽーと 565-0831 吹田市五月が丘東６番Ｂ－1404号 06-7165-4243 共同生活援助

特定非営利活動法人　ウイング 565-0831
吹田市五月が丘東７番８号　五月が丘モ
ナート１階１０１号

06-6388-8584 共同生活援助

株式会社　ビサイドヒューマン 565-0836 吹田市佐井寺三丁目２４番５号 090-2060-5291 共同生活援助

社会福祉法人　コスモス福祉会 565-0841 吹田市上山手町１番２９号 06-6386-0012 共同生活援助

特定非営利活動法人　社会自立支
援活動研究所

565-0841 吹田市上山手町１番２９号 06-6369-7081 共同生活援助

社会福祉法人　はあて 565-0842 吹田市千里山東四丁目１９番１３号 06-6385-9828 共同生活援助

一般社団法人実樹 565-0848
吹田市千里山高塚３０－１２アジュール
千里山１０８号

080-3814-5841 共同生活援助

ライフコミットメント株式会社 565-0874 吹田市古江台３－２－１ 080-5358-4050 共同生活援助

社会福祉法人　英芳会 565-0874 吹田市古江台六丁目２番６号 06-6871-2113 共同生活援助

特定非営利活動法人　ぱれっと 565-0874 吹田市古江台二丁目10番13号 06-6832-4887 共同生活援助

社会福祉法人　摂津宥和会 566-0032 摂津市桜町二丁目１番７号 072-632-2203 共同生活援助

社会福祉法人　光摂会 566-0034 摂津市香露園34番2号 072-638-4871 共同生活援助

社会福祉法人　あけぼの福祉会 566-0052 摂津市鳥飼本町三丁目10番10号 072-653-4902 共同生活援助

社会福祉法人　摂津会 566-0053 摂津市鳥飼野々二丁目３番１号 072-633-8010 共同生活援助

合同会社Ｋ’ｓ－ｓｔｙｌｅ 566-0062 摂津市鳥飼上四丁目８番２３号 072-653-3301 共同生活援助

合同会社モカ 566-0062 摂津市鳥飼上一丁目25番20号 072-665-5504 共同生活援助

株式会社スプラウト 566-0063
摂津市鳥飼銘木町一番40号　石富ビル
１－Ｂ

072-828-7786 共同生活援助

合同会社　ふぉれすと 566-0063
摂津市鳥飼銘木町１番40号　石富ビル
３－Ａ

072-653-6777 共同生活援助

株式会社　ＴＥＰＰＥＮ 566-0072 摂津市鳥飼西二丁目３６番１９号 06-6748-0297 共同生活援助

社会福祉法人　あい・あい福祉会 567-0001 茨木市安威二丁目４番１号 072-640-5335 共同生活援助

株式会社ビゴラスポイント 567-0009 茨木市山手台三丁目３番３３号 072-655-7705 共同生活援助

合同会社　ＫＡＩＳＥＩ 567-0009 茨木市山手台新町二丁目９番１２号 072-646-9548 共同生活援助

特定非営利活動法人　ふれあい
ぽっぽ

567-0036 茨木市上穂積二丁目１番１０号 072-627-8903 共同生活援助

社会福祉法人とよかわ福祉会 567-0057 茨木市豊川三丁目３番２４号 072-640-4860 共同生活援助

特定非営利活動法人　エソラ 567-0816
茨木市永代町５番３０８号Ｓｏｃｉｏい
ばらきＩＮｏｓｔｙｌｅ

090-1074-2874 共同生活援助

株式会社ルーフ 567-0818 茨木市本町３番１号 072-609-1959 共同生活援助

株式会社　ひかり 567-0823
茨木市寺田町９番２７号　フェリシモ９
６－１０１号

072-655-4166 共同生活援助

社会福祉法人　とんぼ福祉会 567-0837 茨木市南目垣一丁目11番6号 072-633-2400 共同生活援助

合同会社　フットステップ 567-0843
茨木市星見町１７－２７　フラワー星見
ハイツ１階

072-657-9202 共同生活援助

社会福祉法人　ぽぽんがぽん 567-0850 茨木市真砂玉島台８番２０号 072-635-5762 共同生活援助

社会福祉法人　天王福祉会 567-0877 茨木市丑寅二丁目１番５号 072-631-3636 共同生活援助

特定非営利活動法人　日本関西福
祉教育センター

567-0877 茨木市丑寅二丁目１番６号 072-622-4949 共同生活援助

関西ホームズ有限会社 567-0897 茨木市主原町３番３３号 072-636-0723 共同生活援助

合同会社ＭＩＲＡＩさぽーと 569-0001 高槻市淀の原町３１番４号 050-3184-3929 共同生活援助

特定非営利活動法人すばる 569-0023 高槻市松川町25番５号 072-669-8267 共同生活援助

グリーンメディック　株式会社 569-0051 高槻市八幡町６番３５号石井ビル 06-6335-9765 共同生活援助

社会福祉法人　北摂杉の子会 569-0071
高槻市城北町１丁目６番８号　奥野ビル
３階

072-662-8133 共同生活援助

特定非営利活動法人　ＦＪファク
トリー

569-0803
高槻市高槻町15番２号　唐崎屋ビル４
階

072-690-7719 共同生活援助

社会福祉法人　つながり 569-0814 高槻市富田町四丁目７番１６号 072-697-7080 共同生活援助

特定非営利活動法人　ノーマライ
ゼーション高槻

569-0821 高槻市津之江北町８番１号１０２ 072-670-5150 共同生活援助

愛和ケア有限会社 569-0823 高槻市芝生町三丁目２０番１１号 072-677-0500 共同生活援助

社会福祉法人　時創福祉会 569-0832 高槻市唐崎中三丁目１５番１７号 072-678-5666 共同生活援助

社会福祉法人　大阪厚生福祉会 569-0851 高槻市南総持寺町７番４号 072-693-8531 共同生活援助

株式会社　ファンオール 569-0855 高槻市牧田町１２－１３ 06-6318-5753 共同生活援助

社会福祉法人　友遊福祉会 569-1002 高槻市大字田能小字宮ノ前１０８８番地 072-680-0222 共同生活援助
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特定非営利活動法人いぶき 569-1022 高槻市日吉台一番町２１番１９号 072-689-8600 共同生活援助

一般社団法人障がい者グループ
ホーム夢の花

569-1028 高槻市浦堂本町４６番１３号 072-628-7828 共同生活援助

医療法人　光愛会 569-1041 高槻市奈佐原四丁目３番１号 072-696-2881 共同生活援助

医療法人　大阪精神医学研究所 569-1041 高槻市奈佐原四丁目１０番１号 072-693-1881 共同生活援助

社会福祉法人　花の会 569-1042 高槻市南平台三丁目２９番９号 072-692-2859 共同生活援助

株式会社ｇｒｅｅｎ 569-1132 高槻市清福寺町２番４号 080-7494-7004 共同生活援助

社会福祉法人　わかくさ福祉会 569-1136 高槻市郡家新町４８番２号 072-695-5566 共同生活援助

株式会社　千樹 569-1145 高槻市富田丘町１１番１７－４１０号 072-601-6180 共同生活援助

株式会社ＳＵＮＮＹ 570-0002 守口市佐太中町六丁目４５番７号 06-6902-2360 共同生活援助

社会福祉法人あしたの会 570-0003 守口市大日町二丁目22番１号 06-6916-7800 共同生活援助

医療法人　西浦会（財団） 570-0005 守口市八雲中町三丁目13番17号 06-6908-2019 共同生活援助

株式会社ピーチフラワー 570-0006 守口市八雲西町四丁目14番５号 06-6998-8687 共同生活援助

社会福祉法人　くすのき福祉会 570-0008 守口市八雲北町三丁目35番11号 06-6993-4435 共同生活援助

特定非営利活動法人　ブルースカ
イ

570-0008 守口市八雲北町三丁目20番12号 06-6998-6977 共同生活援助

ＮＰＯ法人　てふてふ 570-0011 守口市金田町六丁目６番２４号 06-6748-8686 共同生活援助

一般社団法人まごころ共生会 570-0011 守口市金田町一丁目８番７号 06-6901-0556 共同生活援助

合同会社ＤＩＲ． 570-0011
守口市金田町一丁目３番９号サニーハイ
ム205

090-9114-8046 共同生活援助

株式会社歩歩 570-0012 守口市大久保町五丁目46番２号 06-6901-5215 共同生活援助

ありがとう合同会社 570-0014 守口市藤田町五丁目４番23－102号 070-1768-7025 共同生活援助

株式会社ＳＯＣＩＡ 570-0014 守口市藤田町五丁目４－23－201号 072-812-6555 共同生活援助

合同会社JOYFUL 570-0015 守口市梶町四丁目54番１号 06-7163-4650 共同生活援助

合同会社ＴａｎＴａｎ 570-0016 守口市大日東町１１番１－５２７号 050-3181-6271 共同生活援助

株式会社ＲＯＫＡＨＩ 570-0017 守口市佐太東町一丁目４３番２９号 06-6907-5858 共同生活援助

ＴＵＢＡＳＡ　合同会社 570-0021 守口市八雲東町二丁目54番5号 06-6995-4919 共同生活援助

特定非営利活動法人　ゆうゆう会 570-0021 守口市八雲東町二丁目39番８号 06-6993-6818 共同生活援助

一般社団法人　らくだ 570-0025 守口市竜田通二丁目５番12号 06-6994-5963 共同生活援助

合同会社ｂｌｏｓｓｏｍ 570-0027
守口市桜町５番９号　ギャラント石土第
二ビル３階

06-7165-8164 共同生活援助

株式会社ＰＡＳ 570-0043 守口市南寺方東通三丁目５番５号 06-6780-4642 共同生活援助

株式会社メリーズコーポレーショ
ン

570-0043 守口市南寺方東通二丁目８番６号 06-6998-3103 共同生活援助

合同会社ＵＭＥＯＫＡ　ＳＲＢ 570-0043 守口市南寺方東通五丁目20番24号 06-7509-6045 共同生活援助

アムール合同会社 570-0047 守口市寺方元町二丁目４番３号 06-6998-6657 共同生活援助

株式会社知覧 570-0054 守口市大枝西町5-2 06-6997-6106 共同生活援助

社会福祉法人　守口市社会福祉協
議会

570-0083
守口市京阪本通二丁目５番５号守口市役
所内

06-6992-2715 共同生活援助

株式会社グローバルメディカル 570-0086 守口市竹町８番18号 090-4279-8139 共同生活援助

特定非営利活動法人　門真市まち
づくり研究所

571-0009 門真市下馬伏町17番34号 070-8326-7684 共同生活援助

合同会社Ｗｉｔｈ 571-0011 門真市脇田町３番２号 080-6135-5005 共同生活援助

株式会社ＮＥＸＳＴ 571-0015 門真市三ツ島五丁目１番10号 072-884-2566 共同生活援助

社会福祉法人　蓮根会 571-0015 門真市三ツ島６丁目23番9号 072-885-2894 共同生活援助

合同会社Ｂ．Ｌ 571-0021 門真市舟田町11番９ 072-803-8887 共同生活援助

株式会社ＴＡＩＣＨＩ 571-0027 門真市五月田町８番９号 072-813-9850 共同生活援助

株式会社ＡＳＴＲＡ 571-0030 門真市末広町３８番２０－１０３号 06-6914-4961 共同生活援助

ラテ株式会社 571-0035 門真市桑才町10番29号 072-842-2021 共同生活援助

社会福祉法人　門真共生福祉会 571-0043 門真市桑才新町24番1号 06-6905-1397 共同生活援助

株式会社　太成堂 571-0046 門真市本町21番３号 06-4252-2920 共同生活援助

社会福祉法人　つばき会 571-0062 門真市宮野町2番20号 072-885-1144 共同生活援助

株式会社　マンボウ・ライフサー
ビス

571-0066 門真市幸福町22番５号 06-6902-0863 共同生活援助

合同会社　ＶＥＲＩＴＡＳ 571-0067 門真市石原町３番19号 06-6991-8324 共同生活援助

株式会社　リ・ポール 571-0068 門真市大倉町４－１０ 06-6760-5649 共同生活援助

社会福祉法人　百丈山合掌会 572-0002 寝屋川市成田東が丘28番7号 072-835-2800 共同生活援助

株式会社北大阪総合研究所 572-0004 寝屋川市成田町２２番１号 072-824-2248 共同生活援助

社会福祉法人　みつわ会 572-0030 寝屋川市池田本町30番6号 072-838-7230 共同生活援助

協和医療　有限会社 572-0033 寝屋川市池田東町８番１２－１０１号 072-828-6076 共同生活援助

株式会社アートハウス 572-0034 寝屋川市池田南町９番２４号 072-807-4826 共同生活援助

株式会社　アシタバ 572-0035 寝屋川市池田旭町７番地８ 072-802-0040 共同生活援助

株式会社　楽松 572-0041 寝屋川市桜木町７番９号 072-800-4688 共同生活援助

株式会社まほろば 572-0041 寝屋川市桜木町７番１１号 072-819-0965 共同生活援助

特定非営利活動法人　きぼうの家 572-0041 寝屋川市桜木町７番１１号 06-6923-4828 共同生活援助

合同会社インフィニティ 572-0042
寝屋川市東大利町２番１０号丸喜ビル
ヂィング６０３号

090-9125-1022 共同生活援助

有限会社　安岡 572-0051 寝屋川市高柳２丁目２１番１号 072-813-0876 共同生活援助
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株式会社ひまわりルーム 572-0061 寝屋川市長栄寺町１７番６号 072-395-3450 共同生活援助

えにし株式会社 572-0072 寝屋川市太間東町１６番５号 072-839-2525 共同生活援助

合同会社寝屋川４丁目カンパニー 572-0076 寝屋川市仁和寺本町四丁目１０番２４号 075-813-2172 共同生活援助

社会福祉法人　月の輪学院 572-0076 寝屋川市仁和寺本町二丁目３番３号 072-826-0619 共同生活援助

合同会社ココア 572-0077 寝屋川市点野五丁目２２番３号 072-800-4270 共同生活援助

社会福祉法人　讃良福祉会 572-0805 寝屋川市小路南町8番2号 072-820-6135 共同生活援助

株式会社ケアライフサポート 572-0829 寝屋川市萱島信和町１番１ 072-803-6177 共同生活援助

株式会社ミノル 572-0831
寝屋川市豊野町１３番１０号　アグレ
アーブル寝屋川１階

072-811-5121 共同生活援助

さくら咲株式会社 572-0838 寝屋川市八坂町２７－２ 080-1440-1062 共同生活援助

社会福祉法人　ねやのさと福祉会 572-0853 寝屋川市大谷町１２番３号 072-821-7050 共同生活援助

医療法人　長尾会 572-0854 寝屋川市寝屋川公園2370番地6 072-822-3561 共同生活援助

社会福祉法人　光輝会 572-0855 寝屋川市寝屋南二丁目15番1号 072-822-0123 共同生活援助

社会福祉法人徳風会 573-0001 枚方市田口山二丁目５番１号 072-856-5005 共同生活援助

社会福祉法人　きくのか福祉会 573-0003 枚方市出屋敷西町二丁目20番8号 072-848-2611 共同生活援助

ホセア株式会社 573-0005 枚方市池之宮一丁目５番55号 072-395-4560 共同生活援助

株式会社いま・ここ 573-0027 枚方市大垣内町二丁目１７番３号 072-841-3558 共同生活援助

株式会社ＲＡＶＩ　ＬＵＫＥ 573-0031 枚方市岡本町７番１号 072-807-5705 共同生活援助

合同会社よろこび 573-0043 枚方市村野南町３番２２－２０６号 050-3717-6488 共同生活援助

社会福祉法人フォレスト倶楽部 573-0047 枚方市山之上四丁目５番４号 072-841-1515 共同生活援助

株式会社エターナルライト 573-0049 枚方市山之上北町４－１５ 072-804-3036 共同生活援助

株式会社サンコーネーム 573-0063 枚方市走谷一丁目13番24－2号 072-896-5813 共同生活援助

Ｙｏｕｒ　Ｐａｒｔｎｅｒ株式会
社

573-0084
枚方市香里ケ丘二丁目10番地の１（４
－601）

070-8328-8420 共同生活援助

社会福祉法人　聖徳園 573-0084 枚方市香里ケ丘四丁目１７番地１ 072-860-3100 共同生活援助

株式会社朝のや 573-0086 枚方市香里園町１２－４ 072-380-8082 共同生活援助

社会福祉法人わらしべ会 573-0103 枚方市長尾荒阪二丁目３５４５ 072-850-5507 共同生活援助

株式会社ＡＮＤ 573-0106 枚方市長尾台三丁目３番２号 090-6555-1919 共同生活援助

社会福祉法人やなぎの里 573-0112 枚方市大字尊延寺２２００番地 072-859-0245 共同生活援助

合同会社ｏｍｋ 573-0113
枚方市宗谷一丁目３番５号　氷室第２ハ
イツ３０８号室

072-845-5656 共同生活援助

株式会社紹縁 573-0114 枚方市穂谷二丁目１番１６号 072-807-4056 共同生活援助

株式会社ループ 573-0118 枚方市杉山手三丁目３２番７号 06-7222-2378 共同生活援助

ソーシャルコミュニティサービス
株式会社

573-0127 枚方市津田元町二丁目１４番２３号 072-800-3797 共同生活援助

株式会社Ｓａｍｖｅｒｋａｎ 573-0128 枚方市津田山手二丁目１８番１号 072-859-8822 共同生活援助

社会福祉法人まりも会 573-0137 枚方市春日北町四丁目１番７号 072-896-5530 共同生活援助

社会福祉法人心愛 573-0146 枚方市大峰元町一丁目２１番５号 072-859-9194 共同生活援助

株式会社ｂｅｌｅｅｆ 573-0163
枚方市長尾元町五丁目８番１　ＮＳビル
102号

072-855-2322 共同生活援助

クローバー合同会社 573-0171 枚方市北山一丁目３２番地８ 072-850-4470 共同生活援助

有限会社藤野接骨院 573-1102 枚方市北楠葉町１８－４ 072-808-8933 共同生活援助

社会福祉法人くずは創親会 573-1124 枚方市養父東町５０番１３号 072-809-0870 共同生活援助

医療法人　亀廣記念医学会 573-1137 枚方市西招提町２１９８番地 072-867-0051 共同生活援助

株式会社ワンズアンカー 573-1145 枚方市黄金野一丁目４番５－３０４号 072-851-6606 共同生活援助

オアシス合同会社 573-1153 枚方市招提大谷三丁目３８番１１号 090-6232-3153 共同生活援助

特定非営利活動法人陽だまりの会 573-1161 枚方市交北二丁目７番１５号 072-809-0015 共同生活援助

社会福祉法人　であい共生舎 573-1187 枚方市磯島元町２１番１０号 072-848-8924 共同生活援助

社会福祉法人高潤会 573-1188 枚方市磯島北町２９番１５号 072-849-1000 共同生活援助

社会福祉法人枚方市社会福祉協議
会

573-1191 枚方市新町二丁目１番３５号 072-844-2443 共同生活援助

合同会社ＨＯＰ 574-0002 大東市錦町７番１０－２０２号 072-395-6572 共同生活援助

社会福祉法人　稲原福祉会 574-0004 大東市南楠の里町16番６号 072-862-0417 共同生活援助

フットプロダクツ株式会社 574-0011 大東市北条七丁目１番１号 072-876-1310 共同生活援助

自立生活センターいしずえ 574-0011 大東市北条五丁目２番15号 072-876-1936 共同生活援助

ＮＰＯ法人　リバティ・のぞみ 574-0015 大東市野崎一丁目22番1号 072-878-5517 共同生活援助

特定非営利活動法人あとからゆっ
くり

574-0016 大東市南津の辺町２番21号 072-813-7595 共同生活援助

社会福祉法人　大東コスモス福祉
会

574-0026 大東市住道一丁目１番９号 072-870-7410 共同生活援助

社会福祉法人　ふらっぷ 574-0027 大東市三住町2番1号 072-874-9900 共同生活援助

社会福祉法人大阪手をつなぐ育成
会

574-0036 大東市末広町１５番６号 072-869-6555 共同生活援助

社会福祉法人　ハートフル大東 574-0045 大東市太子田一丁目12番31号 072-889-1025 共同生活援助

合同会社シトリン 574-0046 大東市赤井一丁目10番２号 072-813-0091 共同生活援助

社会福祉法人　青い鳥福祉会 574-0077 大東市三箇六丁目16番20号 072-871-4653 共同生活援助

合同会社　ＫＹＦ 575-0002 四條畷市岡山四丁目９番56号 072-865-1273 共同生活援助

社会福祉法人　四条畷福祉会 575-0022 四條畷市大字南野2463番地 072-876-3334 共同生活援助
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有限会社シルバーライツ 575-0023 四條畷市楠公一丁目２番11号 072-803-6688 共同生活援助

社会福祉法人　なわて会 575-0051 四條畷市中野本町３番３２号 072-878-5739 共同生活援助

株式会社　三喜 575-0061 四條畷市清滝中町30番5号 06-6909-3746 共同生活援助

社会福祉法人　豊年福祉会 576-0016 交野市星田八丁目6番7号 072-891-2029 共同生活援助

社会福祉法人　心生会 576-0034 交野市天野が原町二丁目14番20号 072-896-5656 共同生活援助

社会福祉法人　かたの福祉会 576-0063 交野市寺四丁目590番地の1 072-892-6671 共同生活援助

合同会社あおぞら 577-0007 東大阪市稲田本町二丁目１番４７号 06-6774-1608 共同生活援助

ポーリブルー　株式会社 577-0012 東大阪市長田東二丁目２番１号 072-976-4114 共同生活援助

ＣＪエフォート　合同会社 577-0022 東大阪市荒本新町６番７号 06-6809-4845 共同生活援助

エボォルブ株式会社 577-0022
東大阪市荒本新町２－２６　中野ビル２
階

06-4307-5569 共同生活援助

社会福祉法人　ヤンググリーン 577-0024 東大阪市荒本西三丁目２番８号 06-6618-9848 共同生活援助

一般社団法人こもれび 577-0033 東大阪市御厨東一丁目６番２１号 06-6760-5636 共同生活援助

社会福祉法人　結の会 577-0033 東大阪市御厨東二丁目８番１０号 06-6788-6525 共同生活援助

株式会社アルボス 577-0042 東大阪市西堤一丁目７番21号 06-7897-5871 共同生活援助

株式会社ＪＯＩＮＴ 577-0045 東大阪市西堤本通東三丁目４番２６号 06-6789-3131 共同生活援助

株式会社幸 577-0053 東大阪市高井田４番１６号 06-4306-3324 共同生活援助

株式会社　亀宝 577-0055 東大阪市長栄寺１７番３号 06-4307-6779 共同生活援助

株式会社　福幸 577-0062 東大阪市森河内東一丁目３１番８号 06-7410-7546 共同生活援助

特定非営利活動法人　共に自立あ
くしょん

577-0801 東大阪市小阪一丁目１０番２４号 06-6787-3166 共同生活援助

株式会社セルヴィス 577-0803 東大阪市下小阪五丁目１番２１号 06-6730-3400 共同生活援助

ＮＰＯ法人　三和福祉会 577-0804 東大阪市中小阪四丁目７番４７号 06-6723-5757 共同生活援助

社会福祉法人　ひびき福祉会 577-0804 東大阪市中小阪五丁目１４番２３号 06-6732-1130 共同生活援助

株式会社ＨＡＬ 577-0809
東大阪市永和一丁目２６番２０－２０５
号

06-6224-3021 共同生活援助

合同会社　はるかぜ 577-0809 東大阪市永和一丁目１０番２４号 06-6748-0633 共同生活援助

社会福祉法人　天心会 577-0809 東大阪市永和二丁目７番３０号 06-6722-5151 共同生活援助

合同会社　アース 577-0822 東大阪市源氏ケ丘９番１８－６０６号 090-3050-8109 共同生活援助

特定非営利活動法人　未来 577-0824 東大阪市大蓮東二丁目２番３号 06-6727-8006 共同生活援助

社会福祉法人　ハートケア東大阪 577-0826 東大阪市大蓮北三丁目１７番３７号 06-6726-5633 共同生活援助

株式会社　ルーティンワーク 577-0827 東大阪市衣摺四丁目２０番１０号 06-6720-2047 共同生活援助

株式会社　あかねぐも 577-0831 東大阪市俊徳町三丁目６番１３号 06-6753-8851 共同生活援助

特定非営利活動法人　ヒューマン
ライツ・ながせ２１

577-0832 東大阪市長瀬町三丁目６番８号 06-6729-2820 共同生活援助

社会福祉法人　草の根共生会 577-0835 東大阪市柏田西三丁目９番２号 06-6729-9056 共同生活援助

合同会社　憩い 577-0836 東大阪市渋川町二丁目１番２０号 090-9712-0369 共同生活援助

株式会社道の会 577-0837 東大阪市寿町三丁目６番１６号 06-7163-0086 共同生活援助

株式会社グローバルジョイント 577-0844 東大阪市太平寺二丁目１番３２号 072-943-2714 共同生活援助

特定非営利活動法人　ＴＳＵＧＵ
ＭＩ

578-0901 東大阪市加納七丁目２５番７－７号 072-873-4808 共同生活援助

有限会社　アール 578-0901 東大阪市加納二丁目１０－３５ 072-966-1322 共同生活援助

ＮＰＯ法人　みらい福祉会 578-0924 東大阪市吉田八丁目６番４号 072-911-4962 共同生活援助

株式会社　かささぎ 578-0941 東大阪市岩田町五丁目２番３７号 072-200-3114 共同生活援助

一般社団法人　煌 578-0947 東大阪市西岩田四丁目１番４９号 06-6784-1619 共同生活援助

株式会社サンライフ 578-0947
東大阪市西岩田三丁目５番２４－１０１
１号

06-4307-6583 共同生活援助

社会福祉法人　インクルーシヴラ
イフ協会

578-0948 東大阪市菱屋東三丁目５番４１号 06-6783-1687 共同生活援助

社会福祉法人　青山会 578-0948 東大阪市菱屋東二丁目４番２１号５階 072-968-8838 共同生活援助

一般社団法人　あさひ 578-0971 東大阪市鴻池本町９番２０号 06-7182-6579 共同生活援助

一般社団法人　フィット 578-0972 東大阪市鴻池町二丁目６番４３号 06-7508-6400 共同生活援助

社会福祉法人　若草会 578-0973 東大阪市東鴻池町二丁目４番３３号 072-965-0300 共同生活援助

社会福祉法人　創思苑 578-0973 東大阪市東鴻池町二丁目4番8号 072-963-8818 共同生活援助

合同会社ｎａｔｕｒａｌ＆ｌｉｆ
ｅ

578-0976 東大阪市西鴻池町二丁目４番１８号 06-6753-8415 共同生活援助

社会福祉法人　育永会 579-8001 東大阪市善根寺町四丁目５番４号 072-984-5058 共同生活援助

一般社団法人　まつり 579-8011 東大阪市東石切町１－７－１７ 072-951-7710 共同生活援助

合同会社　むらかみ 579-8013 東大阪市西石切町一丁目２番１５号 072-926-9207 共同生活援助

特定非営利活動法人　活動セン
ターいっぽ

579-8015 東大阪市北石切町４番２８号 072-986-1700 共同生活援助

株式会社わんことおうち 579-8025 東大阪市宝町15番10号 072-975-5355 共同生活援助

社会福祉法人　枚岡福祉会 579-8046 東大阪市昭和町5番10号 072-984-2435 共同生活援助

株式会社　みらい工房 579-8056 東大阪市若草町２番１２号 072-985-8427 共同生活援助

株式会社ＲＨ 579-8062 東大阪市上六万寺町１３番５９号 072-980-7050 共同生活援助

株式会社志 579-8062 東大阪市上六万寺町１２番２８号 072-988-6636 共同生活援助

特定非営利活動法人　ジャム＆
ハッピー

579-8062 東大阪市上六万寺町１２番２８号 090-9165-8922 共同生活援助

-　資150　-



株式会社　Ｂｏｏｔ 579-8063 東大阪市横小路町一丁目２番６５号 072-981-6345 共同生活援助

株式会社　日本ハピネス 579-8063 東大阪市横小路町四丁目６番１８号 072-984-5223 共同生活援助

社会福祉法人　恵生会 579-8063 東大阪市横小路町四丁目１０番２８号 072-920-4500 共同生活援助

医療法人　敬寿会 580-0005 松原市別所七丁目５番３号 072-336-3101 共同生活援助

特定非営利活動法人エール 580-0006 松原市大堀二丁目９番１３号 072-331-3234 共同生活援助

社会福祉法人　バオバブ福祉会 580-0023 松原市南新町三丁目８番２３号 072-332-0999 共同生活援助

社会福祉法人　まつのみ福祉会 580-0023 松原市南新町一丁目１０番２号 072-336-3233 共同生活援助

一般社団法人　アフター 580-0026 松原市天美我堂六丁目１３４番地の２ 072-335-7744 共同生活援助

社会福祉法人　政和福祉会 580-0031 松原市天美北四丁目２番４号 072-337-9456 共同生活援助

株式会社ＯｎｅＲｉｎｇ 580-0032
松原市天美東四丁目３１０番地の１（３
０１号）

050-1201-9387 共同生活援助

社会福祉法人　風媒花 580-0033 松原市天美南六丁目８番８号 072-331-1231 共同生活援助

特定非営利活動法人　自立生活セ
ンターやお

581-0004 八尾市東本町三丁目３番１０－１０１号 072-998-7979 共同生活援助

株式会社アベラスマイルパート
ナー

581-0012 八尾市小阪合町二丁目３番２８号 06-6777-4329 共同生活援助

フォアラス株式会社 581-0015 八尾市刑部二丁目３６６番地の５ 072-921-7030 共同生活援助

医療法人　清心会 581-0025 八尾市天王寺屋六丁目５９番地 072-949-5181 共同生活援助

社会福祉法人　風の会 581-0028 八尾市八尾木東三丁目９番地 072-990-6644 共同生活援助

株式会社アンジュ 581-0036 八尾市沼一丁目４１番地の３ 072-970-5515 共同生活援助

株式会社マーク 581-0036 八尾市沼一丁目７８番地の５ 072-940-6007 共同生活援助

株式会社ホットスタッフ 581-0038 八尾市若林町三丁目１４３番地 072-940-6202 共同生活援助

株式会社ライブエイド 581-0038 八尾市若林町三丁目１４３番地Ｃ 072-940-7137 共同生活援助

有限会社　ピュアクオリティ 581-0085 八尾市安中町三丁目５番１号 072-973-7700 共同生活援助

社会福祉法人　未来波 581-0091 八尾市南植松町一丁目２７番地の８ 072-990-1017 共同生活援助

社会福祉法人　あさひ福祉会 581-0092 八尾市老原八丁目52番地-1 072-991-5800 共同生活援助

社会福祉法人　虹のかけはし 581-0092 八尾市老原四丁目９３番地の１ 072-993-0294 共同生活援助

株式会社ひだまり 581-0813 八尾市泉町三丁目５１番地 072-927-9031 共同生活援助

株式会社　エイジングインプレイ
ス

581-0822 八尾市高砂町一丁目５３番８号 072-943-1625 共同生活援助

社会福祉法人　ゆうとおん 581-0834 八尾市萱振町二丁目１３３番地 072-993-0785 共同生活援助

日本福祉支援株式会社 581-0845 八尾市上之島町北一丁目２８番６号 072-807-4444 共同生活援助

社会福祉法人　信貴福祉会 581-0852 八尾市西高安町三丁目１８番地の３ 072-940-5050 共同生活援助

社会福祉法人　ポポロの会 581-0856 八尾市水越二丁目８１番地 072-940-3321 共同生活援助

社会福祉法人　八尾ひまわり福祉
会

581-0869
八尾市桜ケ丘２丁目２２０番地　桜ハイ
ツ１０２号

072-997-3787 共同生活援助

株式会社　サティスファクション 581-0883 八尾市恩智中町二丁目５３番地 072-983-5511 共同生活援助

合同会社のぞみ 582-0005 柏原市法善寺二丁目３番６号 072-971-5931 共同生活援助

社会福祉法人　フォレスト福祉会 582-0015 柏原市大字高井田１０６５番地 072-977-2522 共同生活援助

社会福祉法人　武田塾 582-0015 柏原市大字高井田１０２０番地の５９ 072-977-3861 共同生活援助

特定非営利活動法人　みんな 582-0024 柏原市田辺一丁目２番２１号 072-978-4377 共同生活援助

社会福祉法人　なにわの里 582-0025 柏原市国分西一丁目３番４３号 072-976-0720 共同生活援助

医療法人　養心会 582-0026 柏原市旭ケ丘四丁目６７２番地 072-978-6073 共同生活援助

社会福祉法人　くるみ福祉会 582-0026 柏原市旭ケ丘三丁目１３番８２号 072-978-3080 共同生活援助

株式会社タートルサポート 582-0028
柏原市玉手町１８番５０－６１１号　ド
リーム松村弐番館

072-931-1830 共同生活援助

特定非営利活動法人まるーく 582-0029 柏原市石川町５番１号 090-7490-5947 共同生活援助

株式会社　リピル 583-0008
藤井寺市大井四丁目６番42　サンハイ
ツ藤井寺303号

080-9300-7698 共同生活援助

株式会社　不知火 583-0011
藤井寺市沢田二丁目13番26号　ディア
コート藤井寺403

072-959-9001 共同生活援助

株式会社帆空斗 583-0011 藤井寺市沢田二丁目11番２号 090-5126-5547 共同生活援助

特定非営利活動法人サンラッキー 583-0012 藤井寺市道明寺一丁目９番18号 072-952-8561 共同生活援助

一般社団法人一輪舎 583-0026 藤井寺市春日丘三丁目８番26号 072-953-7887 共同生活援助

社会福祉法人　しゅらの郷福祉会 583-0033
藤井寺市小山一丁目1番1号　エスト・
エムビル３階

072-959-4133 共同生活援助

特定非営利活動法人　ケアサポー
トアシスト

583-0037 藤井寺市津堂二丁目3番26号 080-4485-6778 共同生活援助

社会福祉法人　大阪聴覚障害者福
祉会

583-0842 羽曳野市飛鳥１１番 072-959-2252 共同生活援助

株式会社ライアップ 583-0847 羽曳野市大黒１１９－１ 080-3868-4400 共同生活援助

社会福祉法人　たけるの里 583-0848 羽曳野市川向85番1 072-959-2062 共同生活援助

らいふ　株式会社 583-0853 羽曳野市栄町1番9号 072-956-6375 共同生活援助

株式会社　つぼみ 583-0854 羽曳野市軽里一丁目５番７号 072-959-6936 共同生活援助

社会福祉法人　ふたかみ福祉会 583-0856 羽曳野市白鳥三丁目16－１ 072-957-4041 共同生活援助

医療法人　好寿会 583-0863 羽曳野市蔵之内550番地8 072-361-0545 共同生活援助

株式会社　ブレッシング 583-0864 羽曳野市羽曳が丘七丁目２番４号 072-998-5123 共同生活援助

株式会社フリーケア 583-0864 羽曳野市羽曳が丘五丁目１６番１３号 072-957-7220 共同生活援助
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合同会社　ミナオス 583-0864 羽曳野市羽曳が丘三丁目２５番７号 090-8217-0046 共同生活援助

社会福祉法人　ひまわり園 583-0864 羽曳野市羽曳が丘三丁目24番1号 072-957-4500 共同生活援助

社会福祉法人恵和会 583-0867 羽曳野市河原城927番地 072-938-3999 共同生活援助

株式会社リスタート 583-0882 羽曳野市高鷲五丁目８番６号 072-915-0531 共同生活援助

スバル・トータルプランニング
株式会社

583-0883 羽曳野市向野二丁目6番18号 072-931-0081 共同生活援助

医療法人　丹比荘 583-0884 羽曳野市野164番地の1 072-955-4468 共同生活援助

社会福祉法人　三松会 583-0884 羽曳野市野66番2 072-952-1332 共同生活援助

株式会社谷工務店 583-0886 羽曳野市恵我之荘三丁目５番４号 072-953-7401 共同生活援助

社会福祉法人あっと萌夢 583-0886 羽曳野市恵我之荘4-4-18 072-953-0519 共同生活援助

株式会社　アロー 583-0991 南河内郡太子町春日１０８番地の１２ 0721-69-7799 共同生活援助

株式会社ＧＲＡＮＴＲＥＥ 583-0991 南河内郡太子町大字春日１０８－１２ 06-6777-5050 共同生活援助

一般社団法人千太会 583-0992 南河内郡太子町大字山田１９１８番地４ 0721-98-4455 共同生活援助

社会福祉法人　佳松会 583-0993 南河内郡太子町畑１００番地１ 0721-98-5000 共同生活援助

社会福祉法人　桃花塾 584-0008 富田林市大字喜志2067番地 0721-23-2076 共同生活援助

社会福祉法人　富翔会 584-0014 富田林市川面町二丁目５番１９号 0721-20-5288 共同生活援助

社会福祉法人　こごせ福祉会 584-0042 富田林市北大伴町三丁目５番３０号 0721-25-5649 共同生活援助

社会福祉法人　大阪府障害者福祉
事業団

584-0054 富田林市大字甘南備２１６番地 0721-34-2180 共同生活援助

株式会社　フィフティ・セカンド 584-0074 富田林市久野喜台２－１０－３０ 080-1528-8924 共同生活援助

株式会社　ＪＡＰＡＮ　ＬＩＦＥ 584-0082 富田林市向陽台五丁目４番６号 06-6769-8880 共同生活援助

株式会社ＪＡＰＡＮ　ＬＩＦＥ 584-0082 富田林市向陽台五丁目４番６号 06-6769-8880 共同生活援助

合同会社ぷらす 584-0082 富田林市向陽台三丁目３番７－１１６号 0721-23-8228 共同生活援助

社会福祉法人　マイウェイ福祉の
会

585-0014 南河内郡河南町白木１０３３番地４ 0721-90-3500 共同生活援助

社会福祉法人マイウェイ福祉の会 585-0014 南河内郡河南町大字白木１０３３番地４ 0721-90-3500 共同生活援助

株式会社　ほほえみ介護センター 585-0053
南河内郡千早赤阪村大字小吹６８番地の
９７

0721-21-1411 共同生活援助

ケア南海株式会社 586-0002 河内長野市市町７６５番１ 0721-52-0203 共同生活援助

合同会社晴々 586-0005
河内長野市松ケ丘西町１５５５番地の１
＜６０５号＞

050-3555-4554 共同生活援助

株式会社　レオ 586-0024 河内長野市西之山町１０番６号 0721-54-1950 共同生活援助

株式会社　イクコ・カンパニー 586-0034
河内長野市上田町３０番地の２＜１３０
４号＞

072-284-7819 共同生活援助

社会福祉法人　あおぞらの会 586-0039 河内長野市楠ケ丘４３番１号 0721-62-8500 共同生活援助

株式会社　未来サポート 586-0044 河内長野市美加の台七丁目１６番９号 0721-64-0791 共同生活援助

株式会社　原田介護センター 586-0067 河内長野市南青葉台６番１２号 0721-69-5058 共同生活援助

特定非営利活動法人　総合福祉支
援響心会

586-0086 河内長野市天野町６８２番１ 090-7345-2799 共同生活援助

特定非営利活動法人総合福祉支援
響心会

586-0086 河内長野市天野町６８２番１ 0721-52-7704 共同生活援助

ひまわり株式会社 587-0012 堺市美原区多治井２３２番地７６ 072-363-0289 共同生活援助

株式会社　ぱなくる介護パート
ナー

587-0012 堺市美原区多治井２３２番地７６ 072-320-7312 共同生活援助

合同会社　はなさく 587-0021 堺市美原区小平尾１２４番地９ 072-363-8873 共同生活援助

社会福祉法人　美原の郷福祉会 587-0021 堺市美原区小平尾９５３番地 072-369-7224 共同生活援助

合同会社　ウォームハート美原 587-0043 堺市美原区青南台２－７－５ 090-8539-4441 共同生活援助

株式会社　大望 587-0061 堺市美原区今井７１番地 072-349-3731 共同生活援助

一般社団法人　穏穏 589-0012
大阪狭山市東茱萸木二丁目１８８１番地
の１７

072-349-8577 共同生活援助

株式会社ＩＬＯ 589-0021 大阪狭山市今熊１丁目６２－４ 072-289-7975 共同生活援助

合同会社　ＯＺ 589-0021 大阪狭山市今熊一丁目５５０－４ 090-1903-5375 共同生活援助

一般社団法人　朋友会 589-0022 大阪狭山市西山台二丁目１２番２０号 072-294-6347 共同生活援助

合同会社びびもこ商店 589-0035 大阪狭山市山本北1285番地の34 090-6066-8576 共同生活援助

株式会社エスポワール 590-0004 堺市堺区北清水町一丁１－２１ 072-232-5511 共同生活援助

株式会社　ヒーローズ 590-0012
堺市堺区浅香山町１丁３番５号　ウィズ
玉置１０３号

072-225-5140 共同生活援助

社会福祉法人　朋志美会 590-0013 堺市堺区東雲西町四丁7番2号 072-222-5131 共同生活援助

合同会社　ケイズサポート 590-0018 堺市堺区今池町四丁8番13号 072-377-6729 共同生活援助

合同会社Ａ・Ｓ・Ｓ 590-0024
堺市堺区向陵中町四丁４－３２　チボリ
ビル３階

072-370-0128 共同生活援助

医療法人　サヂカム会 590-0027 堺市堺区榎元町一丁5番1号 072-233-1880 共同生活援助

特定非営利活動法人　Ｄｅａｒ
ｆｒｉｅｎｄｓ

590-0101 堺市南区宮山台三丁１番２０号 072-295-7227 共同生活援助

株式会社　光 590-0102 堺市南区和田東９８８番地１ 072-350-1120 共同生活援助

合同会社　Ｒｈｙｚｍ 590-0111 堺市南区三原台四丁３－２ 072-237-1133 共同生活援助

株式会社ＭＮＮ 590-0132 堺市南区原山台五丁５番１０号 072-284-2133 共同生活援助

社会福祉法人　まほろば 590-0134 堺市南区御池台一丁２６番１号 072-297-5108 共同生活援助

社会福祉法人　堺あけぼの福祉会 590-0134 堺市南区御池台五丁２番６号 072-292-9002 共同生活援助
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株式会社　ハートフルサンク 590-0141 堺市南区桃山台三丁１８－２９ 072-284-0161 共同生活援助

株式会社ＺＥＴＴＯＮ 590-0153 堺市南区大庭寺５６９番地５８ 072-298-0647 共同生活援助

社会福祉法人　堺あすなろ会 590-0156 堺市南区稲葉三丁１５８１番地 072-260-5570 共同生活援助

株式会社ＡＯＹ 590-0404 泉南郡熊取町大久保西１番２３号 072-479-4081 共同生活援助

一般社団法人笑福 590-0405 泉南郡熊取町大久保南二丁目１４番５号 080-1442-0412 共同生活援助

社会福祉法人　弥栄福祉会 590-0405
泉南郡熊取町大久保南三丁目１３８０番
地の３

072-452-7030 共同生活援助

医療法人　爽神堂 590-0421 泉南郡熊取町七山二丁目２番１号 072-452-1231 共同生活援助

社会福祉法人　熊取ひまわり福祉
会

590-0451 泉南郡熊取町野田三丁目２４１番１ 072-452-9822 共同生活援助

社会福祉法人和光福祉会 590-0457 泉南郡熊取町朝代東四丁目２２番１２号 072-453-5655 共同生活援助

医療法人白水会 590-0503 泉南市新家４２９６番地 072-483-5521 共同生活援助

株式会社絆の会 590-0503 泉南市新家３５６４番地の２ 072-485-1666 共同生活援助

社会福祉法人桜花会 590-0503 泉南市新家１４９５番地の１ 072-415-4879 共同生活援助

ＡＱＵＡ株式会社 590-0521 泉南市樽井９丁目１１番１１号 072-484-1811 共同生活援助

ＳＣＳ株式会社 590-0521 泉南市樽井二丁目１２－１４ 072-484-5222 共同生活援助

有限会社ホームヘルプサービスみ
らい

590-0521 泉南市樽井５丁目３９番３号 072-480-0305 共同生活援助

泉南生活協同組合 590-0523 泉南市信達岡中１４８９番地の１０ 072-482-1516 共同生活援助

合同会社絢 590-0524 泉南市幡代７２３番地の４６ 080-1457-0663 共同生活援助

合同会社福寿会 590-0524 泉南市幡代二丁目３５番２７号 072-483-3986 共同生活援助

株式会社ふくろう 590-0531 泉南市岡田２丁目２６０番地 072-468-7676 共同生活援助

社会福祉法人　サライ福祉会 590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町二丁２３７番地１ 072-247-3373 共同生活援助

社会福祉法人　サワリ 590-0811 堺市堺区南陵町一丁２番６号 072-280-0830 共同生活援助

株式会社ＲＩＳＥ　ＧＲＯＵＰ 590-0823 堺市堺区石津北町１１２番地　２Ｆ 072-247-1800 共同生活援助

合同会社　スタート 590-0834 堺市堺区出島町三丁７－１２ 072-370-6601 共同生活援助

合同会社　ホダカ 590-0944 堺市堺区櫛屋町東三丁１番１３号 072-232-2837 共同生活援助

プロスパー株式会社 590-0952 堺市堺区市之町東一丁２番１４号 072-247-9671 共同生活援助

株式会社　い志乃商会 590-0963 堺市堺区少林寺町東二丁２番３号 072-238-4915 共同生活援助

特定非営利活動法人　和輪ワール
ド

590-0963 堺市堺区少林寺町東二丁１番５号２０２ 072-223-1981 共同生活援助

Ｉ－ｒｏｏｔｓ　株式会社 591-8002
堺市北区北花田町三丁１７－２４－３０
１号

072-254-1602 共同生活援助

医療法人　以和貴会 591-8012 堺市北区中村町４５０番地 072-252-9000 共同生活援助

特定非営利活動法人　ソーシャル
ハウスさかい

591-8023 堺市北区中百舌鳥町二丁３０８ 072-255-9905 共同生活援助

株式会社　ハッピー 591-8025 堺市北区長曽根町１６７９番地２－Ｂ 072-256-3000 共同生活援助

社会福祉法人　関西福祉会 591-8025 堺市北区長曽根町１２１０番地の１ 072-252-6000 共同生活援助

特定非営利活動法人　アース 591-8025 堺市北区長曾根町１６７９－２ 072-256-5000 共同生活援助

株式会社のあ 591-8033 堺市北区百舌鳥西之町３丁６２３番 072-270-2565 共同生活援助

特定非営利活動法人明 591-8033 堺市北区百舌鳥西之町二丁２５４番５６ 080-5323-6009 共同生活援助

合同会社　ＪＭＲ 591-8036 堺市北区百舌鳥本町三丁４０６番地３ 080-5361-1539 共同生活援助

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 072-253-5550 共同生活援助

一般財団法人石神紀念医学研究所 592-0002 高石市羽衣四丁目３番２９号 072-269-5294 共同生活援助

株式会社　ｂａｓｅ 592-0002 高石市羽衣四丁目６番２４号 090-3038-7305 共同生活援助

株式会社ノブカントリー 592-0004 高石市高師浜二丁目１１番１６号 080-3554-6180 共同生活援助

合同会社伸友 592-0011 高石市加茂１丁目７番１５号 072-275-8863 共同生活援助

特定非営利活動法人フレンドリー 592-0012 高石市西取石７―２―３ 072-275-9679 共同生活援助

社会福祉法人　温友会 592-0013 高石市取石五丁目１０番３５号 072-271-5588 共同生活援助

合同会社　エム・ケイ・ワイ 592-8335
堺市西区浜寺石津町東三丁１番１５号
１階

072-370-1180 共同生活援助

特定非営利活動法人　次世代育
成・少子化対策研究会

593-8302 堺市西区北条町一丁3番6号 072-279-2615 共同生活援助

株式会社　Ｄｏｎｕｔｓ 593-8304 堺市西区家原寺町一丁１９番７－６号 072-355-3376 共同生活援助

社会福祉法人　障友会 593-8312 堺市西区草部７８０番地１ 072-271-6791 共同生活援助

特定非営利活動法人暁会 593-8315 堺市西区菱木１丁１３７６番地２４ 072-439-1680 共同生活援助

株式会社　アシスト 593-8316 堺市西区山田二丁５１－６ 072-290-7264 共同生活援助

株式会社　ワンズロード 593-8316 堺市西区山田一丁１２７２番地１ 072-272-8417 共同生活援助

株式会社　一成 593-8316 堺市西区山田一丁１２７２番地１ 072-272-8417 共同生活援助

株式会社ワンズロード 593-8316 堺市西区山田１丁１２７２番地１ 072-272-8417 共同生活援助

株式会社　スマイルケアサポート 593-8327 堺市西区鳳中町五丁１５３番地１ 072-288-7272 共同生活援助

有限会社　ジャパンケアニジュウ
イチ

593-8327 堺市西区鳳中町十丁１番地３０ 072-264-0294 共同生活援助

特定非営利活動法人　ライフ＆ケ
ア

594-0002 和泉市上町３７３番地の４ 072-538-8446 共同生活援助

社会福祉法人　ここの家 594-0004 和泉市王子町三丁目１２番２号 0725-43-3301 共同生活援助

社会福祉法人　和泉幸生会 594-0005 和泉市幸二丁目７番４４号 0725-41-1385 共同生活援助
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一般社団法人　暁 594-0013 和泉市鶴山台三丁目９番１５－１０５号 0725-24-7670 共同生活援助

有限会社北勝 594-0013 和泉市鶴山台二丁目１番１号１０５ 0725-90-7384 共同生活援助

合同会社　アスト 594-0021 和泉市山荘町３３９番地の７４ 0725-45-7097 共同生活援助

株式会社ＴＲＵＳＴ　Ｒｅｌａｔ
ｉｏｎ

594-0022 和泉市黒鳥町一丁目１４番１８号 0725-39-1124 共同生活援助

権世株式会社 594-0022 和泉市黒鳥町一丁目５－１７－１０１号 0725-92-9119 共同生活援助

株式会社あっとほうむ 594-0023 和泉市伯太町二丁目３３番２１号 0725-45-5787 共同生活援助

株式会社ＬＯＴＵＳ 594-0041 和泉市いぶき野一丁目２０番１号 0725-92-5141 共同生活援助

医療法人　貴生会 594-0042 和泉市箕形町六丁目９番８号 0725-54-1380 共同生活援助

特定非営利活動法人　サポートグ
ループほわほわの会

594-0042 和泉市箕形町四丁目１番１８号 072-553-2242 共同生活援助

株式会社アスピナル 594-0062 和泉市寺田町三丁目１番５３号 0725-46-8835 共同生活援助

特定非営利活動法人チャレンジ
ド・ネットいずみ

594-0071 和泉市府中町一丁目８番３号 0725-26-0030 共同生活援助

株式会社　ＨＩＳＷＡＹ 594-0083 和泉市池上町二丁目５番１６号 0725-24-4030 共同生活援助

有限会社　旭日 594-1104 和泉市万町３８４番地 0725-50-2700 共同生活援助

社会福祉法人　和泉会 594-1105 和泉市のぞみ野三丁目７７８番地５０ 0725-51-1188 共同生活援助

特定非営利活動法人えるたす 594-1123 和泉市福瀬町７７番地 0725-38-0770 共同生活援助

医療法人　和泉会 594-1142 和泉市久井町１２８６番地 0725-54-0468 共同生活援助

医療法人　和気会 594-1154 和泉市松尾寺町１１３番地 0725-53-1222 共同生活援助

株式会社ハル 594-1156
和泉市内田町四丁目１２番２１―１―１
０１号

0725-51-7756 共同生活援助

医療法人聖和錦秀会 594-1157 和泉市あゆみ野一丁目７番１号 0725-53-1555 共同生活援助

永樂義克株式会社 595-0004 泉大津市千原町二丁目１６番１５号 080-6179-1508 共同生活援助

合同会社　はると 595-0011 泉大津市曽根町二丁目１番２２号 0725-26-1187 共同生活援助

株式会社　めぐみ 595-0013 泉大津市宮町１－１５ 0725-22-8006 共同生活援助

社会福祉法人　健福祉会 595-0021 泉大津市東豊中町三丁目１番１５号 0725-41-4998 共同生活援助

社会福祉法人　穴師福祉会 595-0023 泉大津市豊中町二丁目８番１９号 0725-21-2943 共同生活援助

エンパシー・パートナーズ合同会
社

595-0024 泉大津市池浦町２―６―２９ 0725-22-8271 共同生活援助

社会福祉法人　泉大津みなと会 595-0054 泉大津市汐見町８５番地の１ 0725-20-3710 共同生活援助

社会福祉法人サポートハウス 595-0066 泉大津市菅原町１０番３３号 0725-33-6001 共同生活援助

株式会社ヤマブキ 596-0001 岸和田市磯上町六丁目７番６号 072-425-7793 共同生活援助

特定非営利活動法人　シンフー 596-0003 岸和田市中井町２－６－９ 080-3793-4412 共同生活援助

特定非営利活動法人　福幸 596-0003
岸和田市中井町２―６―３６　メゾンド
リチェール２０６号

072-493-3098 共同生活援助

丸庄木材株式会社 596-0012 岸和田市新港町１６番地の４ 072-439-3329 共同生活援助

株式会社スリーライク 596-0021 岸和田市松風町１５番２４号 072-437-5127 共同生活援助

合同会社エール 596-0021 岸和田市松風町２５番１６号 090-6966-1313 共同生活援助

社会福祉法人　杉乃木福祉会 596-0049 岸和田市八阪町三丁目１５番１２号 072-438-8646 共同生活援助

株式会社ａ．ｐ．ｐ 596-0052
岸和田市並松町２１番６号　レジデンス
南館３０３号室

072-493-3563 共同生活援助

株式会社　だんない 596-0076 岸和田市野田町二丁目４番３号 072-430-5003 共同生活援助

株式会社ＡＹＨＡＬ 596-0802
岸和田市西大路町１０２－３　エステー
トピア西大路１０７号

072-443-5566 共同生活援助

社会福祉法人　いずみ野福祉会 596-0808 岸和田市三田町１３３６番地 072-445-5373 共同生活援助

社会福祉法人　猪伏福祉会 596-0808 岸和田市三田町９４７番地 072-443-5002 共同生活援助

特定非営利活動法人　あゆみ 596-0811 岸和田市下池田町一丁目９番２１号 072-448-6118 共同生活援助

社会福祉法人　光生会 596-0815 岸和田市三ケ山町２１４番４ 072-443-0111 共同生活援助

医療法人　利田会 596-0816 岸和田市尾生町六丁目12番31号 072-445-3545 共同生活援助

株式会社フジコー建設 596-0825 岸和田市土生町五丁目３番２９号 072-426-2777 共同生活援助

合同会社　ＦＵＴＯ 596-0832 岸和田市極楽寺町２－７－１８ 080-4074-9039 共同生活援助

特定非営利活動法人　ゆめがめぐ
み

597-0015 貝塚市堀三丁目２３番１９号 072-430-2555 共同生活援助

医療法人　田村会（社団） 597-0043 貝塚市橋本１０００番地 072-422-4451 共同生活援助

医療法人　永和会 597-0044 貝塚市森４９７番地 072-446-0166 共同生活援助

医療法人　桐葉会 597-0044 貝塚市森８９２番地 072-446-2158 共同生活援助

Ｉ＆Ｋ株式会社 597-0053 貝塚市地蔵堂５３番３４号 080-3836-5200 共同生活援助

社会福祉法人二色福祉会 597-0062 貝塚市澤５７４番地 072-447-6450 共同生活援助

株式会社ケアラボ 597-0072 貝塚市畠中一丁目７番４５－３０２号 072-430-3030 共同生活援助

社会福祉法人　いぶき福祉会 597-0073 貝塚市脇浜三丁目２５番７４号 072-423-5439 共同生活援助

株式会社Ｈ＆Ｕ 597-0094 貝塚市二色南町２番１号 072-433-1218 共同生活援助

株式会社ワンズベスト 597-0094 貝塚市二色南町２－１ 072-433-1006 共同生活援助

社会福祉法人　どんまい 597-0095 貝塚市港52番1 072-439-2655 共同生活援助

医療法人　河﨑会 597-0104 貝塚市水間５１番地 072-446-1102 共同生活援助

社会福祉法人ほっこり福祉会 597-0105 貝塚市三ツ松１７０８番１ 072-421-2222 共同生活援助

山善商事株式会社 598-0001 泉佐野市上瓦屋３４９－２ 072-447-4347 共同生活援助

医療法人　清楓会 598-0002 泉佐野市中庄１０２５番地 072-463-3377 共同生活援助
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特定非営利活動法人　大阪府重症
心身障害児者を支える会

598-0002 泉佐野市中庄１５２２－１ 072-463-2297 共同生活援助

株式会社ＣＯＣＯＳ 598-0021 泉佐野市日根野４３４１－９ 072-463-8294 共同生活援助

株式会社ウイル日新 598-0021 泉佐野市日根野２３２０番地の７ 090-2350-7935 共同生活援助

株式会社南商店 598-0021 泉佐野市日根野７２６５番地 072-465-5881 共同生活援助

社会福祉法人いちょうの森 598-0021 泉佐野市日根野３５３２番地 072-467-2765 共同生活援助

社会福祉法人　清光会 598-0023 泉佐野市大木２２４７番地の１ 072-459-7613 共同生活援助

合同会社エクスワイド 598-0024 泉佐野市上之郷１６１２番地の３ 072-467-1071 共同生活援助

特定非営利活動法人倖譲会 598-0034 泉佐野市長滝９６７番地 072-463-0141 共同生活援助

合同会社スマイルサポート 598-0035 泉佐野市南中樫井５９８番地の１ 072-457-3006 共同生活援助

一般社団法人コミュニティライフ
コンディショニング協会

598-0046 泉佐野市羽倉崎一丁目１番６２号 072-466-3485 共同生活援助

株式会社マナ 598-0051 泉佐野市新町一丁目１－２９ 072-415-0546 共同生活援助

株式会社いこう 598-0058 泉佐野市春日町１０番２３号 072-469-5350 共同生活援助

社会福祉法人　水平会 598-0062 泉佐野市下瓦屋２２１番１ 072-460-2020 共同生活援助

合同会社宮下 598-0063 泉佐野市湊二丁目３番２０号 080-3836-8202 共同生活援助

デイキッズ株式会社 598-0071 泉佐野市鶴原１８５６番地 072-458-6611 共同生活援助

株式会社ジーバ・ジャパン 599-0212 阪南市自然田７９０番地の８ 072-473-1374 共同生活援助

社会福祉法人野のはな 599-0213 阪南市和泉鳥取９５０番７ 072-471-8880 共同生活援助

社会福祉法人玉田山福祉会 599-0221 阪南市石田７３８番地の４ 072-473-2222 共同生活援助

津田産業　株式会社 599-0221 阪南市石田９９５番地の１ 072-471-1121 共同生活援助

社会福祉法人　舞福祉会 599-0224 阪南市舞三丁目４１番２号 072-471-9595 共同生活援助

一般社団法人やまなみ福祉会 599-0232 阪南市箱作９０３番地の１ 072-476-0717 共同生活援助

株式会社ＣＮＳ 599-0232 阪南市箱作２８７５－１５４ 072-476-1999 共同生活援助

株式会社Ｈｉｇａｓｈｉ 599-0232 阪南市箱作２５００番地 072-474-4887 共同生活援助

有限会社　スクラム 599-0303 泉南郡岬町深日３１６９番地の５ 072-474-1043 共同生活援助

株式会社　藤ウイングス 599-8107 堺市東区白鷺町一丁２３番２号 072-285-1325 共同生活援助

社会福祉法人　こころの窓 599-8114 堺市東区日置荘西町八丁１番１号 072-286-2260 共同生活援助

社会福祉法人　コスモス 599-8116 堺市東区野尻町８番地４ 072-288-1055 共同生活援助

一般社団法人　ゆめファミリー 599-8123 堺市東区北野田１２０番地１０ 072-236-0902 共同生活援助

一般社団法人　スマイルアット 599-8238
堺市中区土師町五丁１５番３５号　ヒル
ズ土師２０３

072-349-7830 共同生活援助

社会福祉法人　ピノキオ福祉会 599-8238 堺市中区土師町四丁１４番１０号 072-239-2584 共同生活援助

社会福祉法人　自立支援協会 599-8238 堺市中区土師町二丁３３－３７ 072-281-4305 共同生活援助

特定非営利活動法人　自立フロン
ティアズ

599-8238 堺市中区土師町二丁33番37号 072-275-7818 共同生活援助

株式会社イノス 599-8241 堺市中区福田５１２番地２ 072-235-3000 共同生活援助

株式会社ワイズアップ 599-8241 堺市中区福田３９４番地６ 072-349-3388 共同生活援助

有限会社ケイ・ワイ・エム福祉施
設

599-8243 堺市中区見野山２２５番地 072-237-0894 共同生活援助

株式会社　溝畑 599-8247 堺市中区東山５５２番地２ 072-320-8445 共同生活援助

株式会社Ｚ－ＥＮＤＡ 599-8251 堺市中区平井８７３番地６ 072-320-4035 共同生活援助

医療法人　杏和会 599-8263 堺市中区八田南之町277番地 072-278-0381 共同生活援助

一般社団法人　グローバルハーベ
スト

599-8271 堺市中区深井北町３４６２番地 072-278-7785 共同生活援助

合同会社まい 599-8271 堺市中区深井北町３２００番地２ 072-249-0095 共同生活援助

一般社団法人　輝３９ 599-8272 堺市中区深井中町１２１１番地３ 072-275-7439 共同生活援助

株式会社プラス 599-8272
堺市中区深井中町８９０番地１９－２０
１号

090-8576-4436 共同生活援助

特定非営利活動法人　げんき 599-8272 堺市中区深井中町1197番地1 072-277-1802 共同生活援助

有限会社幸せ多い 599-8272 堺市中区深井中町１１９５－１０ 072-270-2281 共同生活援助

社会福祉法人　ばなな 599-8273 堺市中区深井清水町３４８８番地１ 072-277-2163 共同生活援助

合同会社ＭｅｄｉｃａｌＣａｒｅ
Ｓｔａｔｉｏｎ

600-8267
京都府京都市下京区御器屋町７２番地
山本ビル２Ｆ

075-754-8544 共同生活援助

合同会社Ｎｅｗ　ｍｅｄｉｃａｌ 600-8267
京都府京都市下京区御器屋町72番地山
本ビル二階

075-463-6783 共同生活援助

Ｏｎｅ．Ｃａｒｅ合同会社 601-8439 京都府京都市南区西九条開ケ町１２番地 075-748-8391 共同生活援助

Ｔｗｏ．Ｃａｒｅ合同会社 601-8439 京都府京都市南区西九条開ケ町１２番地 075-748-8391 共同生活援助

株式会社Ｒｅｌｉｅｆ　ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

604-8153
京都府京都市中京区烏丸通四条上ル笋町
６８８

075-222-6511 共同生活援助

株式会社ロイヤル住建 607-8211
京都府京都市山科区勧修寺東栗栖野町１
７番地１０

0120-70-3272 共同生活援助

株式会社　アンヒル商事 610-0211
京都府綴喜郡宇治田原町奥山田小字町田
６０番地

0774-88-3593 共同生活援助

社会福祉法人　島本福祉会 618-0024 三島郡島本町若山台一丁目793番4 075-961-6095 共同生活援助

一般社団法人重陽舎 618-0091
京都府乙訓郡大山崎町円明寺横林３０番
地１

075-925-9270 共同生活援助

ＬＩＢ株式会社 630-8002 奈良県奈良市二条町一丁目３番２７号 0742-34-7348 共同生活援助

社会福祉法人　ぬくもり 632-0054 奈良県天理市檜垣町７４３番地の１ 0721-26-8010 共同生活援助
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株式会社ＭＹＲ 636-0072
奈良県北葛城郡河合町中山台２－１５－
１２

0745-60-1449 共同生活援助

株式会社まんてんプラス 651-0071
兵庫県神戸市中央区筒井町三丁目１番２
０号

078-272-3456 共同生活援助

合同会社　ルポ 658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手６－１０－
３４

090-9619-9563 共同生活援助

クラシード・芦屋株式会社 659-0095 兵庫県芦屋市東芦屋町３番１０号１０２ 0797-23-4641 共同生活援助

合同会社アドバンス 660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院二丁目４９－４ 06-6416-4557 共同生活援助

合同会社ケアサポートＱＯＬ 660-0074 兵庫県尼崎市琴浦町１５番地の３ 06-6412-5880 共同生活援助

株式会社ＡＴＳ 660-0861
兵庫県尼崎市御園町３５番　マルト尼崎
ビル６－Ａ

06-6435-9594 共同生活援助

合同会社　生活サポート 661-0003
兵庫県尼崎市富松町一丁目４８番１３号
１Ｆ

070-5665-3545 共同生活援助

あいりぶサポート合同会社 662-0956
兵庫県西宮市下葭原町２番２７－４２１
号

050-3698-9927 共同生活援助

株式会社Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 663-8215
兵庫県西宮市今津水波町11番22号久米
文化４号室

0798-61-1668 共同生活援助

一般財団法人国際福祉人権研究財
団

666-0017 兵庫県川西市火打二丁目１６番２３号 072-756-7555 共同生活援助

特定非営利活動法人グローバル
ハッピー

666-0025 兵庫県川西市加茂一丁目５番１６号 070-8333-9783 共同生活援助

インビレッジ株式会社 669-1133 兵庫県西宮市東山台三丁目７番地４ 090-3355-7499 共同生活援助

株式会社弘粋産業 739-1751
広島県広島市安佐北区深川六丁目４３番
１５号

082-843-1844 共同生活援助

一般社団法人いろり 769-2703 香川県東かがわ市伊座５４３番地１ 0879-25-3488 共同生活援助

合同会社プロスパー 833-0005 福岡県筑後市大字長浜１３１４番地５ 06-6654-3535 共同生活援助

医療法人社団澄鈴会 923-0342 石川県小松市矢田野町ヲ８８番地 0761-44-2545 共同生活援助
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