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2 アイケアライフ　株式会社 アイケアライフ　株式会社 高槻市清福寺町２０－１ ０７２-６９１-０３３１ http://ameblo.jp/aicarelife/

3 社会医療法人　愛仁会 介護老人保健施設 ケーアイ 高槻市大字原１１２番地 ０７２-６８７-０１０３ http://www.aijinkai.or.jp

4 有限会社　アクティ 有限会社　アクティ 法人本部 高槻市北園町２－８ ０７２-６８３-６２００

5 株式会社　アタカ ほのかデイサービスセンター 高槻市大蔵司２－３－２３ ０７２-６８７-６３００

6 株式会社　池田 デイサービスセンター微笑館 高槻市八幡町６－２６ ０７２-６６２-１６００

7 株式会社　１２３ １２３介護 高槻市登美の里町７－５ ０７２-６６５-４１２３ http://123kaigo-jp

11 エルケア　株式会社 エルケアデイサービス高槻２号館 高槻市城北町１－７－１０ ０７２-６７４-２３２２

12 社会福祉法人　大潤会 大冠カーム 高槻市須賀町６５－１０ ０７２-６７１-００５５ http://www.ojunkai.com/

13 社会福祉法人　大阪福祉事業財団 地域生活支援センター槻ノ木荘 高槻市塚原１－８－１ ０７２-６９４-０７１６

14 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 特別養護老人ホーム高槻荘 高槻市郡家新町４８－７ ０７２-６８２-６６５２ http://www.osj.or.jp/takatsuki

15 有限会社　オリエンタルコスモ ハート介護富田 高槻市昭和台町２－１５－２ ０７２-６９０-６４５６

16 特定非営利活動法人　囲む会へリオフレンド 特定非営利活動法人　囲む会へリオフレンド 高槻市安岡寺町１－２０－３ ０７２-６８７-６６８０

17 株式会社　かなえコーポレーション ゆい訪問看護ステーション 高槻市南平台５－２２－２ ０７２-６２８-８３０６

18 株式会社　関西サンガ 昭和元気くらぶ高槻 高槻市西真上１－３６－１５ ０７２-６８６-３５１０ http://www.kansaisanga.jp

19 医療法人　杏仁会 介護老人保健施設ローズマリー 高槻市東和町５７－１ ０７２-６７１-００７１

20 社会福祉法人　恭生会 総合介護福祉施設和朗園 高槻市井尻２－３７－８ ０７２-６６０-３６００ http://www.kyousei-fukushi.or.jp/

22 株式会社　グリーンフィールド グリーンフィールド 高槻市城南町２－３２－２ ０７２-６７１-７７７８

23 株式会社　ケア２１ ケア２１高槻 高槻市京口町１０－３１－１ ０７２-６７０-４５８０ http://www.care21.co.jp/

24 有限会社　ケアサポートしあわせ 有限会社　ケアサポートしあわせ 高槻市西冠３－３９－１ ０７２-６７０-３４５６

25 株式会社　ｇｅｎｋｉコーポレーション リハビリデイサービスセンターｇｅｎｋｉ 高槻市松川町５－１３ ０７２-６７６-８３８０ http://genki-cp.com/

26 社会福祉法人　健康会 社会福祉法人　健康会 高槻市牧田町７－５６－１ ０７２-６９０-３０１０ http://kenkou-kai.or.jp/

27 株式会社　ケンモク ダスキンヘルスレント高槻ステーション 高槻市五領町１３－１ ０７２-６６０-５０５５ http://healthrent.duskin.jp/

28 医療法人　健和会 介護老人保健施設 ふれあい 高槻市登町３３－１ ０７２-６７６-２０１１

29 医療法人　光愛会 こうあいケアプランセンター 高槻市東五百住町３－１０－２３ ０７２-６９４-０６８７

30 株式会社　コージーコーポレーション えがおデイサービス 高槻市寿町１－３０－１ ０７２-６９６-７９９７

31 社会福祉法人　高志会 特別養護老人ホーム れんげ荘 高槻市三島江４－３８－７ ０７２-６７７-５８８８

32 株式会社　光真 介護付有料老人ホーム みやの楽々園 高槻市宮野町７－１ ０７２-６７１-２２９０ http://www.rakuraku-home.jp

33 社会福祉法人　香西会 小規模多機能ホーム ティアラ 高槻市大冠町２－１９－１ ０７２-６７６-１９０１ http://kouseikai-web.com/company.html

34 株式会社　コスモホームヘルプサービス 株式会社　コスモホームヘルプサービス 高槻市高槻町１９－２ みずきマンション２０５号 ０７２-６８６-０８２０

35 株式会社　サントラスト デイ１００高槻富田 高槻市富田町３－２０－１ ０７２-６６８-２５３５

36 株式会社　旭商事 てにてリハビリデイサービス竹の内店 高槻市竹の内町６４－１０  ０７２-６５８-７６７８ 
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37 サンホームサポート　株式会社 サンホームサポート 高槻市上牧南駅前町４－４ ０７２-６６９-０５６６ sunhomesupport.jimdo.com/

38 社会福祉法人　秀幸福祉会 高槻エルダーセンター 高槻市東五百住町２－４－３２ ０７２-６９０-５１５１

39 社会福祉法人　春樹会 社会福祉法人　春樹会 法人本部 高槻市郡家本町１３－１８ ０７２-６８１-２０２０ http://www.syunjyukai.or.jp/

40 社会福祉法人　松輪会 高槻黄金の里特別養護老人ホーム 高槻市黄金の里１－１４－８ ０７２-６８７-３６８１

41 学校法人　大阪医科薬科大学 大阪医科大学訪問看護ステーション 高槻市大学町２－７ ０７２-６８４-６７７６

42 医療法人　仁寿会 デイサービスセンター円珠の森 高槻市北柳川町２－６ ０７２-６９７-５４５０

43 有限会社　心友 なずなケアプランセンター 高槻市柳川町２－１７－１ ０７２-６９５-３３０６ http://www.kyouseinosato.co.jp/

44 株式会社　スーパー・コート スーパー・コート高槻城内 高槻市城内町１－２４ ０７２-６７２-４８５０

45 有限会社　　スギタ サポートハウス城南 高槻市城南町２－１６－１６ ０７２-６７５-１２１９

46 合同会社　スプリング・オブ・ライフ みんなのケア柱本ケアプランセンター 高槻市柱本５－３０－１８ ０７２-６０１-５６９１

47 社会福祉法人　成光苑 高槻けやきの郷居宅介護支援事業所 高槻市番田１－６０－１ ０７２-６６２-５８８８ http://www.seikouen.biz

48 医療法人　清仁会 上牧デイサービスセンター 高槻市神内２－２３－１ ０７２-６８３-７７２２ http://www.minasehp.jp/kaigo/kanmaki/index.html

49 社会福祉法人　聖ヨハネ学園 特別養護老人ホーム ミス・ブール記念ホーム 高槻市松が丘１－２１－９ ０７２-６８８-５１３８ http://yohane-g.jp/

50 セントラルポイント　株式会社 デイサービス希楽瞳輝高槻館 高槻市土橋町２－２９ ０７２-６７６-００２３

51 社会医療法人　仙養会 北摂総合病院ケアプランセンター 高槻市北柳川町１５－１８  ０７２-６９５-５５８５ http://www.hokusetsu-hp.jp/home-health-care.html

52 社会福祉法人　高城会 特別養護老人ホーム 出丸苑 高槻市出丸町４－６２ ０７２-６７６-２８３０

53 特定非営利活動法人　たかつき デイサービスセンター晴耕雨読舎 高槻市大字原２２３５番地 ０７２-６８９-９１１２ http://npo-takatsuki.org/

54 有限会社　高槻居宅介護支援センター ケアプランセンターまつゆき草 高槻市郡家新町１７－２６ ０７２-６８２-８８７０

55 社会福祉法人　高槻市社会福祉事業団 社会福祉法人　高槻市社会福祉事業団 高槻市紺屋町３－１ グリーンプラザ３号館２階 ０７２-６８５-３１７５ http://takatsukishi.com/

56 ＮＰＯ法人　高槻の高齢社会をよくする会 つどいの家はむろ 高槻市土室町３６－５ ０７２-６９６-８４２０ http://www.hamuro.org/

57 特定非営利活動法人　高槻まごころ 特定非営利活動法人　高槻まごころ 高槻市登美の里町１－５ 岸田ビル１０７ ０７２-６９６-４１９８ http://npo-magokoro.com/

58 社会福祉法人　高槻ライフケア協会 社会福祉法人　高槻ライフケア協会 高槻市明田町５－７ ０７２-６８３-４９４５ http://tlca.info/

59 社会福祉法人　多邦会 特別養護老人ホーム ひばり苑 高槻市三箇牧２－２０－３ ０７２-６７９-１１０５ http://tahoukai-hibarien.com

60 株式会社　鍛楽 たんらくリハビリデイサービスセンター 高槻市野見町５－３７ ０７２-６６１-２１７１

61 株式会社　茶々 デイサービス茶々 高槻市大和２－８－１４ ０７２-６９３-４０８５

62 株式会社　集 デイサービスつどい 高槻市西冠３－１２－１７ ０７２-６６８-２９０３

63 社会福祉法人　つながり 社会福祉法人　つながり 高槻市富田町４－７－１６ ０７２-６９７-７０８０ http://www.ab.auone-net.jp/~link/

64 特定非営利活動法人　つむぎの家 特定非営利活動法人　つむぎの家 高槻市富田町５－１６－６ ０７２-６９７-３６９０

65 鶴田実業　株式会社 グループホーム・ファミリーまかみ 高槻市八丁畷町１９－１１ ０７２-６８１-８１６６

66 株式会社　テイクコーポレーション 株式会社　テイクコーポレーション 高槻市紺屋町９－７ 大一ビル１Ｆ ０７２-６９１-００２３

67 ＮＰＯ法人　とうりゃんせ ＮＰＯ法人　とうりゃんせ 高槻市大蔵司１－８－２５ ０７２-６０１-５５３４
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68 医療法人　東和会 介護老人保健施設 サンガピア館 高槻市大塚町５－２０－３ ０７２-６７３-６５００ http://www.towa-med.or.jp/

69 株式会社　トップケア トップケア介護プランセンター 高槻市城北町１－６－１９ ０７２-６７０-４８０１ http://www.topcare.co.jp

70 株式会社　トップコーポレーション パナソニック エイジフリーショップ 高槻 高槻市城北町１－５－２５ ０７２-６７２-０８１９ http://www.topcorporation.com

71 社会福祉法人　ともしび福祉会 特別養護老人ホーム 高槻ともしび苑 高槻市安岡寺町６－６－１ ０７２-６８９-２７７２ http://tomoshibifukushikai.jp

72 有限会社　中市接骨院 なかいち介護ステーション 高槻市城南町１－１６－２４ ０７２-６７３-７００６ http://www.nakaichi-s.com/

73 有限会社　にこにこケア 有限会社　にこにこケア 高槻市芝生町１－２４－５ ０７２-６７９-２５５０

74 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター 高槻城北 高槻市城北町２－５－１２ ワイイーケイビル２階 ０７２-６７０-５５５１ http://www.nichiigakkan.co.jp/

75 株式会社　Ｐｌｕｍｅ ほっこり高槻栄町 高槻市栄町１－２０－２６－１０５ ０７２-６６８-７１２３

76
株式会社　ハーフ・センチュリー・モア　サンシティ高
槻

サンシティ高槻 高槻市芝谷町５３－３ ０７２-６９８-１２１２ http://www.hcm-suncity.jp/

77 株式会社　ひなたぼっこ 株式会社　ひなたぼっこ 高槻市郡家新町１３－３ ０７２-６８５-８８６０ https://ameblo.jp/hinatabokko-ohisama/

79 株式会社　平岡 リハビリデイサービスセンターｎａｇｏｍｉ 高槻店 高槻市別所本町４－２３ ０７２-６６８-４０９０ http://my-nagomi.com/html/facility/html/takatsuki.html

80 社会福祉法人　博乃会 リヴェスタひろの法人本部 高槻市唐崎南３－３０－５ ０７２-６７９-２２００ http://www.hironokai.com

81 特定非営利活動法人　フェルマータ 訪問看護ステーションエチュード 高槻市東五百住町１－３８－１３ ０７２-６６１-７０１７

82 株式会社　ユーアイプラチナ プラチナライフ高槻 高槻市城南町１－２３－１２ スウィートハイツ１０１ ０７２-６６２-９８８９

83 社会福祉法人　ほのぼの荘 社会福祉法人　ほのぼの荘 高槻市郡家新町７４－１ ０７２-６８１-５００１ http://honobonoso.com/

85 有限会社　松くら 松くらデイサービス 高槻市南芥川町１７－６ ヒラノハイツＡ－１０３ ０７２-６８３-８８８２

86 有限会社　万寿 ケアプランセンター万寿 高槻市奈佐原元町３３－２０ ガーデンパレス高槻１０３号 ０７２-６９４-３６２５

87 社会福祉法人　みどりヶ丘会 グリーン特別養護老人ホーム 高槻市奈佐原４－７－１５ ０７２-６９０-３３３１ http://www.midorigaoka.or.jp/about/green.html

88 株式会社　モエギ デイサービスもえぎ 高槻市南平台１－２－７ ０７２-６４７-３６３９

90 社会医療法人　祐生会 みどりヶ丘介護老人保健施設 高槻市奈佐原４－７－１ ０７２-６９２-３１１１ http://www.midorigaoka.or.jp/

91 株式会社　友舞 介護サービス友舞 高槻市辻子２－２７－３ ０７２-６７２-７７７６ http://yumai.co.jp/

92 NPO法人　福祉医療利用者ネットワークゆうゆう NPO法人　ゆうゆう 高槻市辻子２－１６－２ ０７２-６７５-７７４５

93 医療法人　庸愛会 とんだケアプランセンター 高槻市富田町６－１４－３ ０７２-６９３-５２１１ http://www.youaikai.or.jp

94 有限会社　よもぎ 有限会社　よもぎ 高槻市宮野町１７－１７ ０７２-６７０-２８８０

95 株式会社　ランカル ポラリスデイサービスセンター宮田町 高槻市宮田町２－１４－１５ ０７２-６９５-２５５２

96 リ・アライブサービス　株式会社 訪問介護ぽんぽん山 高槻市別所中の町８－２ ０７２-６８１-８００５

97 株式会社　リエイ コミュニケア２４癒しの高槻館 高槻市八丁西町３－１９ ０７２-６８６-６５１７

98 医療法人　社団　緑水会 医療法人　社団　緑水会 高槻市成合南の町３－１ ０７２-６８９ -６３１１ http://www.ryokusuikai.or.jp/

99 社会福祉法人　緑風会 特別養護老人ホーム樫田の里 高槻市大字田能小字畑子谷１５－１ ０７２-６８０-０００１ http://www.kensyokai.or.jp/institution/tokuyou/kashida.html

100 合資会社　わかなケアサポート わかな介護ステーション 高槻市栄町２－４９－１ ０７２-６９３-３６３３ http://www.wakana-care.com/

101 株式会社　ソワン ヘルパーステーション高槻の風 高槻市東五百住町３－１８－１ ステージビル２Ｆ ０７２-６６８-５７６６

http://www.towa-med.or.jp/
http://www.topcare.co.jp/
http://www.topcorporation.com/
http://tomoshibifukushikai.jp/
http://www.nakaichi-s.com/
http://www.nichiigakkan.co.jp/
http://www.hcm-suncity.jp/
https://ameblo.jp/hinatabokko-ohisama/
http://my-nagomi.com/html/facility/html/takatsuki.html
http://www.hironokai.com/
http://honobonoso.com/
http://www.midorigaoka.or.jp/about/green.html
http://www.midorigaoka.or.jp/
http://yumai.co.jp/
http://www.youaikai.or.jp/
http://www.ryokusuikai.or.jp/
http://www.kensyokai.or.jp/institution/tokuyou/kashida.html
http://www.wakana-care.com/
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102 社会福祉法人　真昌会 特別養護老人ホーム　上牧の郷 高槻市東上牧２－３７－８ ０７２-６６８-２６２２ http://www.shinshokai.or.jp

104 特定非営利活動法人　きらら 特定非営利活動法人　きらら 高槻市大字原１１０９番地 ０７２-６８８-０８４２ http://www.npokilala.sakura.ne.jp/

105 合同会社　村人 山野家デイサービスセンター 高槻市西町３３－２ ０７２-６４７-９９９４

106 株式会社　日本社会福祉総合研究所 ふろんてぃあ 高槻市栄町４－１５-１ ロイヤル暁ビル２０６号 ０７２-６９０-０５５３

107 すてっぷ株式会社 すてっぷ訪問看護リハビリステーション 高槻市浦堂２－１２－１ ０７２-６２９-９０２３

108 医療法人　啓友会 なかじま診療所 高槻市安岡寺町２－３－１ ０７２-６８８-２５４１

109 日和株式会社 ケアサポート　ひ・よ・り 高槻市宮田町３－１５－１－１０５ ０７２-６６８-２５１５

110 カシダス高槻 カシダス高槻 高槻市芥川町４－１４－５ ０７２-６８５-２７００

111 株式会社　テイクハートスマイル リハビリデイサービス　いきいき 高槻市春日町９－５６ 山本マンション１F ０７２-６６８-２３４７

112 合同会社　おさんぽ おさんぽヘルパーステーション 高槻市奈佐原４－１６－１１ ０７２-６９５-８２２３

113 一般社団法人ヘルパーステーション笑門 ヘルパーステーション笑門 高槻市庄所町１－５ 井上グリーンハイツ２０２号 ０７２-６６８-４５９７

114 有限会社　ふぁみりあ２１ ふぁみりあ２１ 高槻市松が丘２－１１－１０ ０７２-６８９-０１８９

115 クレドール株式会社 りゅうじん訪問看護ステーション高槻 高槻市美しが丘２－９－１７ ０７２-６８１-４６７０ http://www.ryuujinn-ns.com

116 社会福祉法人　愛和会 ケアハウスますみ 高槻市西之川原２－４６－３ ０７２-６６８-５００５

117 医療法人　英恵会 白石整形外科デイケア 高槻市藤の里町１８－４ ０７２-６６１-７００７

120 株式会社　サンスポーツコンディショニング リハビリデイ　サンスポーツ 高槻市南平台１－２－７　２階 ０７２-６９３-０００１ http://www.sunsportsconditioning.com/

121 株式会社　ツクイ ツクイ高槻安岡寺営業所 高槻市安岡寺町４－２－６ ０７２-６８０-１５１０ http://www.tsukui.net

122 株式会社　北大阪ケアサービス プレマコティ高槻 高槻市芝生町２－６１－３２ ０７２-６６８-５３３８ http://premankoti.com/

123 ＳＯＭＰＯケアメッセージ　株式会社 メッセージケアサービス高槻 高槻市北大樋町５５－２０ ０７２-６７０-３０６７

125 株式会社　ハナ・コーポレーション 南平台介護センター 高槻市南平台４－１５－１８　 ０７２-６９４-６８５７

126 株式会社　ゴーネクスト ケアプランセンタークローバー 高槻市寿町３－３４－１－１０２ ０７２-６９０-３３００

127 株式会社　三笑堂 株式会社三笑堂　北摂営業所 高槻市緑が丘３－６－３ ０７２-６８０-３４１０

128 株式会社　関西トラスト デイサービス　木かげ 高槻市安岡寺町２－３４－２５ ０７２-６９８-１０００

129 医療法人　美喜有会 ニコニコ訪問看護ステーション　高槻出張所 高槻市庄所町２－９ ０７２-６４８-３５３５

130 株式会社　ソレイユ 訪問看護ステーション　ソレイユ 高槻市出丸町４－３６　ジュネス帯曲輪２１７号 ０７２-６４８-４７７５

131 株式会社　さんきゅー 株式会社　さんきゅー 高槻市大塚町１－１９－５ ０７２-６７２-１１１９ http://www.39sankyu.co.jp

132 株式会社　樹 デイサービス　たつき 高槻市南松原町１０－１１ ０７２-６７６-９０６０

133 株式会社　ライフステージ高槻 ライフステージケアプランセンター 高槻市竹の内町６３－３ ０７２-６７６-９０５５

134 合同会社　えん 訪問介護サービス　えん 高槻市富田町２－１－２２ ０７２-６５５-７４２０ http://hp.kaipoke.biz/55d/

135 ＮＰＯ法人　介縁隊 栄町デイサービス 高槻市栄町１－２０－２６　ヴェルデ高御座１０１ ０７２-６５８-２２１１ http://www.npoket.info/

136 株式会社　GDA ポシブル高槻西 高槻市栄町１丁目１番７号　 ０７２-６９７-００６６

http://www.shinshokai.or.jp/
http://www.npokilala.sakura.ne.jp/
http://www.ryuujinn-ns.com/
http://www.sunsportsconditioning.com/
http://www.tsukui.net/
http://premankoti.com/
http://www.39sankyu.co.jp/
http://hp.kaipoke.biz/55d/
http://www.npoket.info/

