
令和２年度
中央区訪問介護事業者連絡会

事業者基本情報集



はじめに

本書は中央区訪問介護事業者連絡会に所属する事業所の基本
情報を取りまとめたものです。
利用者が望む生活を送るにあたり、そのサービス選択に役立
つことを目的として作成いたしました。
活用いただければ幸いです。

　

〇ここに記載されている情報は令和２年９月時点での情報です。以降内容の一部が変更

となる場合もありますのでご了承ください。

〇データについては、大阪市中央区社会福祉協議会のHPにも掲載予定です。



（4 名）

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

自費サービス 有・無
種類・料金設定

生活援助　２，３００円/ｈ　　（早朝夜間　２，８７５円/ｈ）
身体介護　３，４５０円/ｈ　　（早朝夜間　４，３１２円/ｈ）

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語 ×
その他あれば自

由欄へ記入

ヘルパー男女比率 男性　（　　0　）名　　　女性　（　　10　）名

医療的ケア対応 　可 （　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　     　   　）・ 不可　

サービス提供エリア 中央区・天王寺区・東成区・生野区・浪速区・阿倍野区

ホームページアドレス http://www.ai_love.co.jp

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規ケース △ △ △ △

時間帯 8：00～19：00 8：00～19：00

メールアドレス love-ten@room.ocn.ne.jp

併設サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 森口美佳 サービス提供責任者 森口・石見

連絡先 電話 06-6762-7077 FAX 06-6762-7767

訪問介護・介護予防 （障がい）
居宅介護・重度訪問・同行援
護・生活援助型・移動支援

加算内容 処遇改善加算Ⅰ・特定事業所加算Ⅱ・生活援助型・移動支援

8：00～19：00 8：00～19：00

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 ㈱ クレセント 事業所名 あいラブ天王寺ケアセンター

所在地 天王寺区真田山町2-2　東興ビル２Ｆ

事業所番号 2771701477 （障がい） 2711700407

提供サービス
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（3 名）

アイリンク訪問介護は、平成29年6月に中央区本町橋にて開設いたしました。
ヘルパーは年齢が30～50代、キャリアは10～20年のスタッフが中心です。介護福祉士に加え、社会福祉士
や介護支援専門員といった複数の資格を有するスタッフが在籍し、安心・安全・高品質なサービスが提供でき
るように日々励んでおります。
また、スタッフは皆、介護福祉の仕事が大好きです。常に利用者のことを第一に考え、行動ができるスタッフ
が揃っていることがアイリンクの誇りです。
今後とも、みなさまのご期待に応えるべく、スタッフ全員で努力してまいります。
どうぞよろしくお願い致します。

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

自費サービスあり（身体介護　2800円/30分、家事支援　1500円/30分、院内付
き添い　1400円/30分）※早朝夜間25％増、深夜50％増

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語

医療的ケア対応 不可

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

9：00～18：00 9：00～18：00

サービス提供エリア 中央区、北区、天王寺区、西区、都島区

ヘルパー男女比率 男性　（　2　）名　　　女性　（　　7　）名

ホームページアドレス http://hp.kaipoko.biz/evg/

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規受け入れ △ △ 〇 12/31～1/3

時間帯 9：00～18：00 9：00～18：00

メールアドレス i.link.care@gmail.com

併設サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 乾　正人 サービス提供責任者 乾　正人

連絡先 電話 06-6946-6801 FAX 06-6946-6802

提供サービス 訪問介護・介護予防訪問介護サービス・生活援助型訪問サービス （障がい） 居宅介護・重度訪問介護・移動支援

加算内容 介護職員処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅱ

所在地 〒540-0029　大阪市中央区本町橋2-17アクシス内本町ビル2階

事業所番号 2779403209 （障がい） 27194015

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 株式会社アイリンク 事業所名 アイリンク訪問介護
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（5 名）

勤続年数10年近くのベテランヘルパーが多数います。
認知症の利用者にきめ細かく丁寧なケアを行います。

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

3,000円/ｈ

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語

医療的ケア対応 　可 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・ 不可　

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

9：00-18：00

サービス提供エリア 中央区・天王寺区・城東区

ヘルパー男女比率 男性　（　 1　）名　　　女性　（　　34　 ）名

ホームページアドレス http://www.attakaite.com

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規ケース ○ × ○ １２月３０日～１月３日休み

時間帯 9：00-18：00 ×

メールアドレス info@attakaite.com

併設サービス 　有 ・ 無　（　居宅介護支援・相談支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 菅野　　文 サービス提供責任者 岸本　真理子

連絡先 電話 06-6767-8103 FAX 06-6767-8104

提供サービス 訪問介護・総合事業 （障がい） 居宅介護・同行援護

加算内容 処遇改善加算Ⅲ・特定処遇改善加算Ⅱ

所在地 中央区安堂寺町1-4-12-201

事業所番号 2779401245 （障がい）

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 特定非営利活動法人　あったかい手 事業所名 NPO　あったかい手
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（１ 名）

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 ㈲メディカル・トータル・プランナー 事業所名 あやめケア

所在地 大阪市中央区大手通3丁目3番3号　日宝東本町ビル6階１号

事業所番号 2779403274 （障がい） 2719401552

提供サービス 訪問介護、介護予防訪問介護、介護予防型訪問サービス （障がい）
居宅介護、重度訪問介護、

移動支援

加算内容 介護職員処遇改善加算Ⅰ

メールアドレス rika.nishimata.ayame@gmail.com

併設サービス 　有 　（　居宅介護支援事業所　）・ 無　

管理者 西俣　梨香 サービス提供責任者 西俣　梨香

連絡先 電話 06-4790-8225 FAX 06-4790-8227

ホームページアドレス mtpayame.jp

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規受け入れ × × × ×

時間帯 × × × ×

サービス提供エリア 中央区、西区、天王寺区

ヘルパー男女比率 男性　（　　0　）名　　　女性　（　　6　　）名

医療的ケア対応 可（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・不可

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

サービスを受ける方々が心地よく、長く、笑顔を持って生活できる地域を目指し、私たちはこれからも挑戦を
続けてまいります。全員女性スタッフ、全員がベテランの主婦で、穏やかな性格なスタッフ多く、スタッフ全
員で情報交換をして、全員がすべての利用者と接しています。

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

2000円/時間、交通費　100円/回

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語
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（2 名）

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 株式会社たにきゅう 事業所名 いくたま訪問介護

所在地 大阪市中央区天王寺区生玉町11-29-1203

事業所番号 2771702319 （障がい）

提供サービス 訪問介護・介護予防訪問介護サービス・生活援助型訪問サービス （障がい） 居宅介護・同行援護

加算内容 サービス事業所加算Ⅰ

メールアドレス 002@ikutama-kaigo.com

併設サービス 　有 ・ 無　（　福祉用具貸与　　　　　　　　　) 

管理者 三﨑　文子 サービス提供責任者 三﨑　文子、青木　和

連絡先 電話 06-6772-1905 FAX 06-6772-1906

ホームページアドレス なし

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規受け入れ × × 〇
盆⇒休みなし

正月⇒30～3日まで休
み

時間帯 × × 応相談 応相談

サービス提供エリア 中央区、天王寺区

ヘルパー男女比率 男性　（　0　）名　　　女性　（　　10　）名

医療的ケア対応 不可

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

あり：介護保険の10割の金額/1時間、身体介護も、生活援助も同金額

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語
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（3 名）

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 生活協同組合ヘルスコープおおさか 事業所名 うえに生協診療所ヘルパーステーション

所在地 大阪市中央区玉造1-8-10　にじ玉造ビル2階

事業所番号 2779400353 （障がい） 279400018

提供サービス 介護・総合事業 （障がい） 居宅・重度・同行援護

加算内容 特定事業所加算、処遇改善加算Ⅰ

メールアドレス ueni-helper@health-coop.jp

併設サービス 　有 ・ 無　（　通所介護、通所リハビリテーション、訪問看護、居宅介護支援事業所　) 

管理者 武内　みどり サービス提供責任者 武内・仲井・池田

連絡先 電話 06-6718-4145 FAX 06-6718-4144

ホームページアドレス http:www.helth-coop-/keitai

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規受け入れ △ × × ×

時間帯 応相談 × × ×

サービス提供エリア 中央区・天王寺区・城東区

ヘルパー男女比率 男性　（0）名　　　女性　（18）名

医療的ケア対応 可（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・不可

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

1時間：2,500円。単発での依頼も対応可能。介護サービスで適応できない部分や医
院内介助、介護保険に付随するサービスが対応可能

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語
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令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 公益社団法人　大阪聴力障害者協会 事業所名 大阪ろうあ会館

所在地 大阪市中央区玉造2丁目16番8号　玉造井上ビル4階

事業所番号 2779400098 （障がい） 2719400141

提供サービス 訪問介護・介護予防型訪問介護 （障がい） 居宅介護

加算内容 地域加算・特定事業所加算Ⅱ・処遇改善加算Ⅲ

メールアドレス sst16@oskrokan.or.jp

併設サービス 　有 ・ 無　（　　　居宅介護支援事業所　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 今井　純子 サービス提供責任者 今井・内野・多田・石田 （4名）

連絡先 電話 06-6796-8306 FAX 06-6762-5879

ホームページアドレス

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規受け入れ 1～2名程度 × × ×

時間帯 9：00～17：30 × × ×

サービス提供エリア 中央区・大阪府下

ヘルパー男女比率 男性　（　3　）名　　　女性　（　34　）名

医療的ケア対応 可（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・不可

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

自費サービスは行っている。詳細については事業所へ直接ご相談ください。

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語
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（1　名）

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 ㈱ オフィス・キタジマ 事業所名 介護オーシャン

所在地 天王寺区上本町5-1-1　メゾン大央2階

事業所番号 2771701809 （障がい） 2711700217

提供サービス 訪問介護・予防訪問介護 （障がい）
居宅介護・重度訪問介

護  ・同行援護

加算内容 処遇改善加算Ⅲ

メールアドレス kaigoocean@nifty.com

併設サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 北島　洋子 サービス提供責任者 北島　洋子

連絡先 電話 06-6767-6631 FAX 06-6767-6601

ホームページアドレス

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規ケース × × × ×

時間帯 × × × ×

サービス提供エリア 中央区・天王寺区

ヘルパー男女比率 男性　（　　0　　）名　　　女性　（　  6 　）名

医療的ケア対応 介護保険対応

その他あれば自
由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

生活援助　2,000円/ｈ
身体介護　3,500円/ｈ

言語対応 中国語 韓国語 1名 英語
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（2 名）

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 株式会社　硲 事業所名 医療的ケアステーション　かめ

所在地 大阪市天王寺区玉造元町13-1　1階

事業所番号 2771702509 （障がい） 2719401131

提供サービス 訪問介護・介護予防訪問介護サービス （障がい）
居宅介護、移動支援、

重度訪問介護、同行援護

加算内容 介護職員処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅱ

メールアドレス kamesan@care-kame.biz

併設サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 森山　信一 サービス提供責任者 森山　信一、阪口　博子

連絡先 電話 06-6770-5538 FAX 06-6767-8030

ホームページアドレス www.care-kame.biz

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規受け入れ × △ 〇 応相談

時間帯 × 応相談 応相談 応相談

サービス提供エリア 大阪市全域で提出（実際の対応は中央区、天王寺区、東成区、城東区、都島区、生野区、他は要相談）

ヘルパー男女比率 男性　（　　1　）名　　　女性　（　　5　）名

医療的ケア対応 可（　喀痰吸引、経管栄養）

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

小児から高齢者まで幅広く医療的ケアのサービスに特化して提供しております。

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

医療保険：5000円/時間+税、交通費、介護保険：3500円/時間
※夜間割増あり、すべてにおいて内容等により変動あり、要相談

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語
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（2　名）

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

平均年齢30代と若い介護士中心の事業所です。24時間対応365日（366日）サービス提供し、ご利用者様の
在宅生活を支援させて頂きます。

自費サービス 有・無
種類・料金設定

生活援助　3,300円/60分未満　　院内　3,500円（60分未満）
身体介護　3,700円/30分未満

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語 〇
その他あれば自

由欄へ記入

ヘルパー男女比率 男性　（　 1 　）名　　　女性　（　  5　）名

医療的ケア対応 　可 （　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・ 不可　

サービス提供エリア 中央区

ホームページアドレス http://www.glafis.goodlifecare.co.jp

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規ケース ○ ○ ○ ○

時間帯 8：00～19：00 24時間対応サービスあり

メールアドレス otoda-c@goodlifecare.co.jp

併設サービス 　有 ・ 無　（　居宅介護支援事業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 音田　智恵子 サービス提供責任者 音田　智恵子

連絡先 電話 06-4963-2700 FAX 06-6227-8440

提供サービス 訪問介護・定期巡回・夜間対応 （障がい）

加算内容 特定事業所加算Ⅱ

所在地 中央区南船場3-3-5　ＯＫＴビル５Ｆ

事業所番号 2779402912 （障がい）

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 ㈱ グッドライフケア大阪 事業所名 グッドライフケア訪問介護大阪中央
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（1　名）

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語

医療的ケア対応 　可 （　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　）・ 不可　

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

応相談 ×　

サービス提供エリア 中央区・天王寺区・生野区・東成区

ヘルパー男女比率 男性　（　　0　　）名　　　女性　（　　5　　　）名

ホームページアドレス

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規ケース × × ○ ×　

時間帯 × ×

メールアドレス cuorekaigo@helen.ocn.ne,jp

併設サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 浦崎　李沙 サービス提供責任者 浦崎　菊江

連絡先 電話 06-6777-7293 FAX 06-6777-8001

提供サービス 訪問介護・介護予防 （障がい） 重度訪問・居宅

加算内容 処遇改善加算Ⅲ

所在地 天王寺区生玉町10-20　朝日プラザ高津Ⅱ304

事業所番号 2771702152 （障がい） 2711700787

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 ㈱ クオーレ 事業所名 クオーレ介護センター
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（2 名）

地域に根差したサービスを心がけています。

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

2,200円/ｈ　（30分1,100円）　身体・生活共に

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語

医療的ケア対応 　可 （　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　   　　　）・ 不可　

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

9：00～18：00 9：00～18：00

サービス提供エリア 中央区・浪速区・天王寺区

ヘルパー男女比率 男性　（　1　）名　　　女性　（　6　）名

ホームページアドレス

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規ケース × × ○ ○

時間帯 × ×

メールアドレス syotyou@kuromonkaigo.com

併設サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 松井　俊朗 サービス提供責任者 松井・嶋田

連絡先 電話 06-6599-9985 FAX 06-6599-9983

提供サービス 訪問介護・介護予防型訪問サービス （障がい）
居宅・重度・

移動支援

加算内容 訪問介護処遇改善加算Ⅰ

所在地 中央区高津3-8-20サムティインテリジェンスビル306

事業所番号 2779402086 （障がい）
2719400463（居重）
2769400280（移）

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 ㈱ クロモン 事業所名 くろもん介護センター
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（6 名）

弊社は障がいの支援費制度から始まり今年で１９年になります。利用者様は約99％が障がい福祉サービス対象
の方で、居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・移動支援のヘルパー派遣事業と計画相談と障がい児
相談の相談支援事業、その他中央区と天王寺区で放課後等デイサービス、児童発達支援の事業所、中央区で生
活介護の施設を運営しています。

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語

医療的ケア対応 　可 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）・ 不可　

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

× ×

サービス提供エリア 中央区

ヘルパー男女比率 男性　（　10　）名　　　女性　（　40　）名

ホームページアドレス http://www.alice-touch.com/

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規ケース × × ×
8/13～15

12/30～1/3

時間帯 × ×

メールアドレス alice-t@osb.att.ne.jp

併設サービス 　有 ・ 無　（相談支援センター　アリスファイン　計画相談・障がい児相談事業所）

管理者 豆越　紀之 サービス提供責任者 黒江　弘子

連絡先 電話 06-6764-7267 FAX 06-6764-7287

提供サービス 訪問介護　第一号事業 （障がい）
居宅・重度訪問・行動、同

行援護・移動支援

加算内容 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅱ　

所在地 中央区安堂寺町1-3-12　大阪谷町ビル201号

事業所番号 2779400973 （障がい） 2719400067

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 合同会社　アリスタッチ 事業所名
障がい者支援ステーション　アリスタッチ

ケアステーション　アリスタッチ
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（5 名）

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

家事援助　２，２００円×税/ｈ
身体介護　２，４００円×税/ｈ

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語

医療的ケア対応 　可 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　   　）・ 不可　

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

9：00-18：00 9：00-18：00

サービス提供エリア 中央区・天王寺区

ヘルパー男女比率 男性　（　　０　　）名　　　女性　（　16　）名　サ責５名・社員２名・非常勤９名

ホームページアドレス http://www.care21.co.jp/

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規ケース ○ ○ ○ ○

時間帯 9：00-18：00 9：00-18：00

メールアドレス cyuuou@care21.co.jp

併設サービス 　有 ・ 無　（　　　居宅介護支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 澤口　郁絵 サービス提供責任者

連絡先 電話 06-4304-7325 FAX 06-4304-7327

提供サービス 身体介護・生活援助 （障がい）
居宅介護・重度障がい・

同行援護・移動支援

加算内容 処遇改善加算Ⅱ・特定事業所加算Ⅱ、特定処遇改善加算Ⅰ

所在地 中央区谷町6-1-14　谷町大治ビル３Ｆ　Ａ室

事業所番号 2779401013 （障がい） 2719400166

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 ㈱ ケア２１ 事業所名 ケア２１中央
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（1 名）

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 社会福祉法人　健勝会 事業所名
南大江在宅サービスステーションさくら

訪問介護事業所

所在地 大阪市中央区農人橋1丁目4番20号

事業所番号 2779400197 （障がい）

提供サービス 訪問介護・介護予防訪問介護サービス・生活援助型訪問サービス （障がい）

加算内容 介護職員処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅱ

メールアドレス soudan-sakura@dune.ocn.ne.jp

併設サービス 　有 ・ 無　（介護老人福祉施設短期入所生活介護、居宅介護支援、通所介護、認知症対応型通所介護） 

管理者 三木　博 サービス提供責任者 市川　智枝子

連絡先 電話 06-6947-3271 FAX 0-6947-5213

ホームページアドレス http://www.kensyokai.jp

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規受け入れ △ × 〇
盆⇒あり

正月⇒なし

時間帯 8：00～19：00 × 8：00～19：00 8：00～19：00

サービス提供エリア 中央区、天王寺区、東成区

ヘルパー男女比率 男性　（　0　）名　　　女性　（　　6　　）名

医療的ケア対応 不可

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　時間：45分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

なし

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語
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（3 名）

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 株式会社 Sieg 事業所名 Sieg Home Visit Care

所在地 大阪市天王寺区上汐3丁目1番25号　モリビル4階

事業所番号 2771702368 （障がい） 2711700969

提供サービス 訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業 （障がい） 居宅介護・重度訪問介護・移動支援

加算内容 特定事業所加算Ⅱ、処遇改善加算Ⅰ、介護職員特定処遇改善加算

メールアドレス info@sieg918.com

併設サービス 　有 ・ 無　（　　Sieg訪問看護ステーション　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 高島　智美 サービス提供責任者 高島　智美

連絡先 電話 06-6777-3890 FAX 06-6777-3893

ホームページアドレス http://sieg918.com

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規受け入れ × × 数名 数名（12/30～1/3休み）

時間帯 × × 9：00～17：30 9：30～17：30

サービス提供エリア 中央区・天王寺区

ヘルパー男女比率 男性　（2）名　　　女性　（6）名

医療的ケア対応 可（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・不可

△
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

“あなたらしく輝く日常”をコンセプトに、介護とリハビリテーションの融合で自立支援を最大限にサポート。
Caféのような、居心地の良い、くつろげる事業所作りをしています。
認知症ケア、ターミナルケア、重度身体介護を得意とするスタッフが在籍しています。
スタッフの“自分らしく”を尊重し、引き出す教育をしています。
スタッフの働きを存分に承認する好待遇、高所得を実現しています。

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　40分　週1回　884単位　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

自費サービスあり。単発での対応も可能。介護保険では適応不可なサービスも対応可
能。平日：15分/1,000円　　土日祝、年末年始：15分/1,250円

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語
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（２ 名）

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 有限会社そら 事業所名 介護センターそら

所在地 大阪市中央区内本町1-3-10-306

事業所番号 2779400551 （障がい） なし

提供サービス 訪問介護、介護予防型/生活援助型訪問介護 （障がい） なし

加算内容 処遇改善加算、特定事業所加算Ⅱ

メールアドレス sora2001@yd5.so-net.ne.jp

併設サービス 　有 ・ 無　（　　　　　居宅介護支援事業所　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 佐川　光枝 サービス提供責任者 佐川　光枝、冨田　良子

連絡先 電話 06-4790-1440 FAX 06-4790-1441

ホームページアドレス なし

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規受け入れ △ 応相談 〇 12/31～1/3休

時間帯 8：00～20：00 8：00～20：00 8：00～20：00

サービス提供エリア 中央区、都島区、天王寺区

ヘルパー男女比率 男性　（　０　）名　　　女性　（　　８　　）名

医療的ケア対応 不可

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

担当を可能な限り長期固定し、利用者さまと深い人間関係を築くことも目標にしています。離職率が低く、10
年以上働いているスタッフが半数以上の働きやすい事業所です。

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

身体介護　3200円/時間、生活援助　2200円/時間

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語
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（2　名）

ベテランヘルパー多数所属。

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

回数・時間帯により料金が異なる。

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語

医療的ケア対応 　可 （　　　　　　　　　  　　　　　　　　　 　　　　　　　）・ 不可　

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

応相談 応相談

サービス提供エリア 中央区・浪速区・西区

ヘルパー男女比率 男性　（　　1　　）名　　　女性　（　　13　　）名

ホームページアドレス https://www.nichii-kaigo.jp/base/base-resul+/05Ｅ67/

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規ケース × × 〇 △

時間帯 × ×

メールアドレス hste67@nichiigakkan.co.jp

併設サービス 　有 ・ 無　（　　居宅介護支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 寺井　 由美子 サービス提供責任者 寺井　 由美子

連絡先 電話 06-4964-8531 FAX 06-4964-8535

提供サービス 訪問介護 （障がい） 居宅・重度・同行・移動

加算内容 介護職員処遇改善加算Ⅰ

所在地 中央区南船場2-6-10　ツチノビル2階2号

事業所番号 2779400338 （障がい） 2719400232

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 ㈱ ニチイ学館 事業所名 ニチイケアセンター難波
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（2 名）

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 Fujix有限会社 事業所名 フジックス訪問介護事業所

所在地 大阪市中央区内久宝寺町2丁目3-27　パークヒル上町204号

事業所番号 2779401393 （障がい） 2719400026

提供サービス 訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業 （障がい） 同行援護

加算内容 処遇改善加算Ⅱ

メールアドレス fujix126@lake.ocn.ne.jp

併設サービス 　有 ・ 無　（　愛フジックス居宅介護支援事業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 宇都　美登里 サービス提供責任者 宇都　美登里、中野　愛子

連絡先 電話 06-6768-1771 FAX 06-6767-5310

ホームページアドレス

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規受け入れ 数名程度 数名程度 数名程度 数名程度

時間帯 応相談 応相談 応相談 応相談

サービス提供エリア 大阪市内、東大阪市、松原市

ヘルパー男女比率 男性　（　4　）名　　　女性　（　20　）名

医療的ケア対応 可（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・不可

×
その他あれば自

由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

長年、訪問介護員で勤務されている方が多く、ベテランの訪問介護員が多い事業所です。

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

介護保険のサービスに付随したものであれば自費でも対応可能。単発でのご依頼は要
相談。1時間：2000円程

言語対応 中国語 × 韓国語 〇 英語
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（3　名）

優しいヘルパーが多く在籍しており、拒否の強い利用者様の受け入れも良好です。
ケアマネジャーと連携をはかりながら、迅速かつ柔軟に対応できるよう努めてます。
「まっちゃ町ケアステーション」といえば居宅介護支援が有名(?)な事業所ですが、訪問介護も地道に営業して
ます。まずは一度ご相談ください。

生活援助型サービス 　有 ・ 無　（　空き件数が少なく、お受けできない場合がございます。) 

自費サービス 有・無
種類・料金設定

自費サービス対応可、ただし当社介護サービスご利用の方が対象となっており、自費
サービスのみでは行っていません。料金などに関しては、都度ご相談下さい。

言語対応 中国語 × 韓国語 × 英語

医療的ケア対応 　可 （　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）・ 不可　

×
その他あれば
自由欄へ記入

■事業所の特徴やご紹介、アピール等、自由な書き込み欄

9：00～18：00 9：00～18：00

サービス提供エリア 中央区・天王寺区の一部　他は要相談

ヘルパー男女比率 男性　（　  0 　）名　　　女性　（　　15　　）名

ホームページアドレス

土日祝日の対応

土曜日 日曜日 祝日 盆・正月について

新規ケース ○ 応相談 ○ 応相談

時間帯 9：00～18：00 9：00～18：00

メールアドレス houmon.happylife@gmail.com

併設サービス 　有 ・ 無　（　　居宅介護支援　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

管理者 赤田　賢司 サービス提供責任者 橋本・村川・猪頭

連絡先 電話 06-6764-7856 FAX 06-6764-7866

提供サービス 訪問介護・介護予防訪問介護 （障がい）
居宅介護・重度訪問介護同

行援護・移動支援

加算内容 処遇改善加算Ⅱ　・　特定処遇改善加算Ⅱ

所在地 中央区谷町7-6-14

事業所番号 2779403373 （障がい） 2719401685

令和２年度　大阪市中央区訪問介護事業者連絡会　　

　　　　　　　　　　　　事業所　基本ファイル       　　　　       令和2年9月時点　

法人名 ㈱ ハッピーライフ 事業所名 まっちゃ町ケアステーション

mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com
mailto:houmon.happylife@gmail.com


令和２年１１月

中央区訪問介護事業者連絡会　事業者基本情報集

発行：中央区訪問介護事業者連絡会

連絡会事務局：中央区地域包括支援センター　中央区北部地域包括支援センター


