ホームページ掲載協力事業所
事業所名
行政関係機関
阿倍野区北部地域包括支援センター
阿倍野区中部地域包括支援センター
介護保険制度関係団体
ケアプランニング ディアー1
株式会社 シルバーサービスモリタあべの
居宅介護支援事業所 ヴァンサンク阿倍野
有限会社 ソフィア 学研ココファン鶴ヶ丘
株式会社 リエイ コンシェール阿倍野
株式会社 ジラフ キリン介護センター
総合在宅サービスセンターエルケア 阿倍野ケアプランセンター
阿倍野区医師会ケアセンター
社会福祉法人 育徳園 高齢者デイサービスセンター いくとくⅡ
Jサポート天王寺
有限会社 ウェルネット ケアステーション 青い鳥
医療法人 西中医学会 西中ケアプランセンター阿倍野
株式会社 ケアー阿倍野
有限会社 福泉 はり灸介護ケアプラン
有限会社 カインド カインド介護センター
アユーラステーション阿倍野
ニチイケアセンター天王寺
株式会社 ハロー ハローホームヘルプサービス
株式会社 ビバック 介護センターさくらんぼ
有限会社 プラッツレーン ありがとうケアセンター
ケア21阿倍野
有限会社 アイル
株式会社 日本介護医療センター
株式会社 ライズ リヨン介護センター
社会福祉法人 育徳園
社会福祉法人 大阪平成会
株式会社 スープル 蓮ケアプランセンター
株式会社 スピリット ケアプランセンター澄あべの
株式会社 舟和エンタープライズ 介護支援センター はなみずき
ニチイケアセンターあべの
株式会社 住装
株式会社 わたぼうし わたぼうしケアセンター阿倍野
ケアプランサービス 帝塚山もも
在宅支援グループ ゆうゆう会
株式会社 リヴ
株式会社 コスモホームヘルプサービス西田辺
桃ヶ池介護支援事務所
ユウビ・クリエイト 株式会社 愛ウイッシュ・ケア・サポート
有限会社 生活ケアのえーど
合資会社 ケアプランゆう
居宅介護支援事業所 ふじ
スギメディカル 株式会社 スギケアプランセンター昭和町

ヒューマンライフケア 株式会社
株式会社 アミィ アミィ介護サービス
医療法人 健友会 帝塚山病院デイケアセンター
株式会社 島ノ内
大盛施設 株式会社 ドゥマサコーヌ鶴ヶ丘 デイサービスセンター
ホスピタル・サービス 株式会社 デイサービスセンター帝塚山
リハビリデイサービス ウェリナ
日本健康開発 株式会社 デイサービス小蝶
株式会社 ゲン コーポレーション デイサービス セカンド・昭和町
デイサービス 大きなかぶ
Jパレット南田辺
株式会社 Ｍ＆Ｍ デイサービス リボン
えびす堂 株式会社
一般社団法人 友愛 くらしの相談所
一般社団法人 弘輪 デイサービス弘輪
日本メディケア 株式会社 デイサービスともに
有限会社 福泉 パワーリハ昭和町
有限会社 福泉 デイサービス昭和町
株式会社 リビングアイ リハビリデイサービス テルベケアセンター
リハビリデイ らくだ
株式会社 三方よし リハビリスタジオゆめ
株式会社 NOAH ZONE 樹楽団らんの家 阿倍野北畠
株式会社 NOAH ZONE 樹楽団らんの家 住之江粉浜
デイサービス笑楽 西田辺
ケアプランセンター 心舟
デイサービスセンター あこがれ
グループホームさくら北畠
グループホーム阿倍野
デイサービスありがとう
株式会社ハローディ・ラ・ルーチェ
ビーナスプラス阿倍野
医療法人 山紀会 介護老人保健施設やまき・あべの苑
グループホームまごころ
未来倶楽部
医療法人 恵登久会 介護老人保健施設美富士苑
ポールケアプランセンター
ヘルパーステーション白い鳥 東住吉
あべのケアプランセンター
福祉関係団体
社会福祉法人 ヘレンケラー財団 福祉型障害児入所施設 平和寮
社会福祉法人 日本ヘレンケラー財団 救護施設 平和寮
南さくら園
社会福祉法人 日本ヘレンケラー財団 シルフ
宗教法人 長楽寺 長楽保育園
社会福祉法人 日本ヘレンケラー財団 障害者支援施設 アテナ平和
阿倍野ひまわり作業所
株式会社 古池屋 就労継続支援Ｂ型事業所 プルメリア
合同会社 スペースケアサポート

合同会社 パワフル
特定非営利活動法人 風

デイセンターコスモス
医療関係団体

医療法人 仁生会
中野医院
大阪市立大学医学部付属病院
尾上眼科医院
河田医院
医療法人 清雄会 竹林医院
岡医院
あべの松井クリニック
医療法人 久保田医院
中川医院
医療法人 吉田医院
医療法人 松田クリニック
頼經クリニック
えすみリウマチ整形外科クリニック
田中内科クリニック
石原医院
柏原医院
医療法人 恵登久会 越川病院
医療法人 祐里会 かねこ整形外科
河島クリニック
医療法人 中井医院
医療法人 博寿会 横田医院
医療法人 健友会 帝塚山リハビリテーション病院
医療法人 健友会 帝塚山病院
医療法人 相愛会 相原第二病院
医療法人 河島医院
りかこレディースクリニック
奥野病院
たにメンタルクリニック
亭島整形外科
医療法人 医修会 秋田医院
まえさこ医院
医療法人 高寿会 山本内科 小児科
しんとう整形外科・リウマチクリニック
桂医院
医療法人 福壽會診療所
愛田クリニック
阿部クリニック
医療法人 万代会 武田内科クリニック
医療法人 伯德会 伯耆循環器・内科クリニック
医療法人 伊藤クリニック 腎・泌尿器科 伊藤クリニック
たみや皮ふ科医院
けいクリニック
ふじわら眼科クリニック
医療法人 山田医院

医療法人 純正会 鶴ヶ丘東診療所
すが内科クリニック
医療法人 やまうちクリニック
医療法人 平山診療所
仲原クリニック
おおまち眼科
医療法人 青葉会 田中外科医院
医療法人 やまぐち整形外科クリニック
医療法人 大谷診療所
山中脳神経外科・リハビリクリニック
医療法人 俊徳会 整形外科みなとクリニック
いたがねファミリークリニック
勇村医院
やぶのクリニック
なかおかレディースクリニック
医療法人 秀明会 吉田眼科医院
医療法人 紅綾会 たかいわクリニック
大阪鉄道病院
潮見クリニック
メンタルクリニックおかだ
医療法人 小谷会 小谷クリニック
うさみクリニック
康クリニック
なごみクリニック
保健薬局
すみれ薬局
一般社団法人 大阪市阿倍野区薬剤師会
みとう薬局 阪南店
有限会社 全快堂薬局
有限会社 リエゾン はるかぜ薬局
駅前薬局
アイン薬局 あべのハルカス店
上町薬局
ドレミ薬局 まつむし店
ひだか薬局
キンキ薬局
すこやか薬局
ヒロセ薬局
しらかば薬局
有限会社 トモキ薬局
金融機関
阿倍野旭町郵便局
あべのベルタ内郵便局
阿倍野保名郵便局
阿倍野文ノ里郵便局
大阪阿倍野筋郵便局
阿倍野王子郵便局
阿倍野阪南郵便局
阿倍野美章園郵便局

阿倍野長池郵便局
阿倍野阪南東郵便局
阿倍野苗代田郵便局
阿倍野高松郵便局
阿倍野相生郵便局
阿倍野松崎郵便局
阿倍野郵便局 窓口営業部
ゆうちょ銀行 阿倍野店
大阪厚生信用金庫 阿倍野支店
大阪厚生信用金庫 西田辺支店
三井住友信託銀行 阿部野橋支店
大阪シティ信用金庫阿倍野支店
大阪シティ信用金庫市大病院出張所
地域関係団体
高松連合振興町会
常盤連合振興町会
金塚連合振興町会
文の里連合振興町会
王子連合振興町会
丸山連合振興町会
長池連合振興町会
阿倍野連合振興町会
晴明丘地域活動協議会
その他
特定非営利活動法人 エフ・エー
南大阪ヤクルト販売株式会社
株）ピースワン
阿倍野税務署
平成販売株式会社
中山自転車商会
公益財団法人フィットネス２１事業団 大阪市立阿倍野屋内プール
第一生命株式会社 あべの営業オフィス
☆順不同

