
役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

事務局長 訪問介護おでかけ 573-1111 楠葉朝日1丁目21番8-202号 809-4416 809-2204 有り

会　員 ホットワーク 573-1105 南楠葉1丁目1番33号 855-2545 855-1969 有り

会　員 スターク訪問介護ステーション枚方 573-1105 南楠葉2丁目14番24号 809-5661 809-5305 有り

会　員 ケア２１樟葉 573-1106
町楠葉1丁目1番16号
リバーサイドくずは101号室

864-0121 864-5521 有り

会　員 ＫＹＫ訪問介護サービス 573-1111
楠葉朝日１丁目21番8号
ケアスペース朝日201

809-7810 809-7811 有り

会 員 京都コアラ 573-1104
楠葉丘1丁目55番2号
ミサキヤ文化21号室

857-9006 857-9006

会　員 介護ステーションハーツ 573-1111 楠葉朝日1丁目2番47号 864-0321 864-0325

会　員 きずなヘルパーステーション枚方 573-1116
船橋本町2丁目14番1号
ジョイフル船橋102号室

808-7944 808-7948

役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

会　長 ヘルプケア・クレド 573-1118 楠葉並木一丁目27番1号　 809-0051 809-0091 有り

会　員 かんでんライフサポートくずはケア 573-1121 楠葉花園町14番1号　 868-0015 868-2121 有り

会　員 ライフ・サポートさくら 573-1125 養父元町2番11号　 851-3350 851-0599 有り

会　員 ニチイケアセンターくずは 573-1118
楠葉並木2丁目22番1号
樟葉ビル3階

864-5459 864-5466

会　員 ニチイケアセンターまきの 573-1125 養父元町2番10号3号室 864-5810 855-3875

会　員
美杉会ホームヘルパーステーション
まきの

573-1141 養父西町24番10号　 867-0555 867-0555

役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

会　員 オールケア枚方 573-1133 招堤元町3丁目35番5号 808-8182 808-8184 有り

会　員 まきのケアセンター 573-1144
牧野本町2丁目19番2号
長村ビル301号

864-0023 864-0024 有り

会　員 介護のこころ 573-1144 牧野本町2丁目24番3号 800-7801 800-7802 有り

会　員 特定非営利活動法人ホームベース 573-1152
招提中町2丁目12番54号
ハイツキャニオン104

809-2318 809-2318 有り

会　員 あきずヘルパーステーション 573-1155 招提南町3丁目2番20号 864-3373 864-3374 有り

枚方市訪問介護事業者会　【 圏域別 ／ 会員一覧 】

第１圏域 【社協こもれび（小学校区：楠葉・楠葉北・楠葉南）】

第２圏域  【社協ふれあい（小学校区：樟葉西・牧野）】

第３圏域  【聖徳園（小学校区：船橋・招提・平野・殿山第二）】
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会　員 鹿命舘ガーデンヘルパーステーション 573-1115 東船橋2丁目18番地 809-0771 809-0701

会　員 ニチイケアセンター高野道 573-1131
高野道2丁目20番1号
リーガルメゾン枚方104号

864-0757 856-8610

会　員 日本介護医療センター枚方事業所 573-1131
高野道2丁目20番1号
リーガルメゾン枚方304号

864-0006 864-0012

会　員 ヘルパーステーションなかま 573-1135 招提平野町7番16号 807-7388 807-7398

会　員 ニチイケアセンター招提 573-1138
招提北町3丁目2274番地1
アークス招提2階

864-1400 850-8830

会　員 株式会社葵ヘルパーステーション 573-1144 牧野本町1丁目20番5号 836-0881 836-0883

会　員 ひまわりヘルパーステーション 573-1155 招堤南町1丁目23番3号 807-5479 807-5479

会　員 あじさいのもり招提 573-1155
招提南町1丁目47番1号
フォレ招提110号室

864-5385 864-5386

会　員 もりながヘルパーステーション 573-1155 招提南町2丁目1番29号 855-5581 855-5581

役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

事務局次長 ヘルパーステーションアベール咲 573-1172 渚栄町22番14号 840-2244 840-2434 有り

会　員 マイハートヘルパーステーション 573-1146 牧野坂1丁目9番21号 896-6266 896-6272 有り

会　員 あすなろ訪問介護 573-1182 御殿山町6番19号2階 840-2740 840-2840 有り

会　員 介護サービス誠優 573-1192 西禁野2丁目8番14-13号 050-5277-7388 050-3737-2238 有り

会　員 トンドひらかたケアセンター 573-1145 黄金野2丁目14番2号 845-5691 845-5692

会　員 エイジケア渚ヘルパーステーション 573-1178 渚西2丁目7番20号 888-5818 888-3233

役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

副会長 訪問介護わたしの家 573-1164 須山町38番18号 898-2216 391-2218 有り

会　員 あさなぎ介護ステーション 573-1156 片鉾東町18番6号 808-6530 807-6628 有り

会　員 はなまるケアサービス田口 573-1162 田口1丁目19番3号 890-1888 890-1777 有り

会　員 きづな訪問介護事業所 573-1167 甲斐田町17番11号 396-4997 396-4996 有り

会　員
ほっとステーション御殿山
ケア・ワーカーズコープ

573-1183 渚南町26番5-201号 898-0501 898-0502 有り

会　員 介護メディカルステーション陽だまり 573-1197 禁野本町2丁目8番1号 840-1766 840-1327 有り

会　員 ヘルパーステーション三好 573-1163 甲斐田新町16番10号 807-3445 807-6288

会　員 ヘルパーステーションふさ 573-1164 須山町24番26号 849-1616 849-1630

会　員 枚方市ホームヘルパーステーション 573-1161 交北3丁目1番52号 851-9200 851-9202

第４圏域  【安心苑（小学校区：小倉・西牧野・殿山第一・磯島）】

第５圏域  【サール・ナート（小学校区：高陵・交北・山田・山田東・中宮北）】



役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

会 計 あっとほーむヘルパーステーション 573-0021
中宮西之町5番10‐101号
和光ハイツ1階

847-2987 860-7288 有り

幹 事 悠久介護サポートセンター 573-1192
西禁野1丁目1番24号
天の川マルビル5階

847-6668 847-8282 有り

会　員 四天王寺松風荘ヘルパーセンター 573-0013 星丘3丁目17番1号 849-6681 849-6697 有り

会　員 あんゆうケア 573-0022 宮之阪3丁目1番30号 896-6090 344-5747 有り

会　員 さかのヘルパーステーション 573-0011 中宮山戸町25番10号 805-5227 805-5228

会　員 ユアスマイル星丘 573-0013
星丘2丁目26番4号
松枝ハイツA-205

800-1439 807-5128

会　員 ひよどり介護サービス 573-0016 村野本町8番28号　 848-1175 848-1176

会　員 訪問介護サービス優 573-0022 宮之阪4丁目23番12号 898-5929 898-5929

会　員 訪問介護花きりん 573-0022 宮之阪5丁目3番5号 807-5377 807-5378

役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

幹 事 介護サポート彩Saiひらかた 573-0064
北中振4丁目8番15号
友田ビル302号

800-8954 800-8973 有り

会　員 アシストケア☆枚方 573-0064 北中振2丁目3番36-104 832-5002 842-3036 有り

会　員 あん介護サービスステーション 573-0063 走谷2丁目20番2号 812-5113 812-5114

会　員
さだライフサービス訪問介護
ステーション

573-0064
北中振3丁目24番31号
ＫＹビル1階中号室

803-6173 803-6174

会　員 SOMPOケア枚方公園訪問介護 573-0065 出口1丁目5番25号 837-3371 837-3372

会　員 介護センターふれんず 573-0065
出口6丁目1番1号 枚方淀川
公園スカイハイツ404号

834-5027 834-5001

役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

副会長
ぽぷらメディカルサービス枚方公園
事業所

573-0036 伊加賀北町3番20‐103号 843-7717 843-7718 有り

幹　事 ケア２１枚方 573-0031
岡本町8番18号
高崎マンション2階202号

843-2521 843-2621 有り

会　員 在宅介護支援事業所ジュン 573-0036 伊加賀北町7番56号　 807-5066 807-5065 有り

会　員 ケアセンター癒しの森 573-0061 伊加賀寿町17番12号 804-5800 804-5801 有り

会　員 桂ヘルパーステーション 573-0061 伊加賀寿町17番22号 800-1835 800-1872 有り

会　員 ニチイケアセンター枚方公園 573-0091 菊丘町3番5号2階 361-0311 843-4360 有り

第６圏域  【松徳会（小学校区：桜丘・桜丘北・明倫・中宮）】

第７圏域  【美郷会（小学校区：さだ・さだ西・さだ東・伊加賀）】

第８圏域  【みどり（小学校区：山之上・枚方・枚方第二）】



会　員 菜の花の会 573-0027 大垣内町2丁目17番4号 886-3748 861-3868

会　員 ホームヘルプサービスソラスト枚方 573-0031 岡本町11番6号 844-6363 843-6544

会　員
ＮＰＯ法人さくらんぼケアセンター
ひらかた

573-0041 山之上東町7番19号 843-6888 843-6888

会　員 はーとふるセゾン枚方公園 573-0053 伊加賀南町9番25号 896-5741 896-5774

会　員 ニチイケアセンター枚方駅前 573-1191
新町1丁目12番1号
太陽生命枚方ビル6階

861-1550 861-1552

役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

会　員 ヒューマニティーケアセンター 573-0077 東香里新町4番3‐201号 860-0800 860-0801 有り

会　員 ほっとステーション高田 573-0077 東香里新町10番19号 860-2230 860-2232 有り

会　員 そうごうケアステーション香里ヶ丘 573-0084 香里ケ丘6丁目8番 853-5100 853-5110 有り

会　員 ニチイケアセンター香里 573-0083 茄子作北町8番10号 860-0811 853-3871

会　員 ＧＴＬケアサービス香里ケ丘 573-0084
香里ケ丘2丁目1番4
生晃マートビル103号室

852-1167 852-1168

会　員
ひらかた聖徳園ホームヘルパー
ステーション

573-0084 香里ケ丘3丁目15番地の1 854-1040 852-6362

役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

会　員 はなまるケアサービス東香里 573-0076 東香里元町13番5-101号 852-7575 852-7576 有り

会　員 ヒューマンライフケア釈尊寺の湯 573-0081 釈尊寺町25番31号 852-1933 852-1935 有り

会　員 訪問介護まつり 573-0082 茄子作東町15番8号 860-1723 396-9040 有り

会　員 ケア・サポート「なないろ」 573-0071 茄子作3丁目2番10－102号 860-1157 860-1167

会　員 あきはやライフサポート 573-0071
茄子作4丁目21番1号
K'sコート102号室

807-6305 807-6335

役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

会計監査 訪問介護ステーションみどり 573-0161 長尾北町2丁目1845番地1 868-4392 868-4392 有り

会　員 訪問介護ハートランド枚方 573-0102 長尾家具町3丁目3番10号 864-5534 864-5580 有り

会　員 マスタープラン訪問介護事業所 573-0152 藤阪中町10番18号 845-4552 845-4562 有り

第９圏域  【アイリス（小学校区：香陽・香里・開成・五常）】

第１０圏域  【大阪高齢者生協（小学校区：春日・川越・東香里）】

第１１圏域  【パナソニックエイジフリー（小学校区：菅原・西長尾・長尾）】



会　員 ルポゼヘルパーステーション枚方 573-0163 長尾元町6丁目15番8号 867-7001 867-7002 有り

会　員 ヘルパーステーションよしえ 573-0102 長尾家具町1丁目4番地19 853-8533 864-5708

会　員 ＡＣＴケアセンター家具町事業所 573-0102 長尾家具町2丁目4番地20 868-3812 868-3811

会　員 夢心ホームヘルプサービス 573-0161 長尾北町1丁目1785番2 866-2218 866-5656

会　員 かなえケアサービス 573-0162 長尾西町2丁目51番5号 813-8288 813-8288

会　員 ヘルパーステーションそぉれ 573-0163 長尾元町7丁目27番3号101 845-5576 857-0726

会　員 シャローム・ケアサポート愛の家 573-0171 北山1丁目67番24号 800-1322 800-1323

役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

会　員 ヘルパーステーション杉山手 573-0118 杉山手1丁目22番15号 896-2203 896-2204 有り

会　員 訪問介護サービスうぐいすの里 573-0153 藤阪東町1丁目3番10号 859-9000 859-9009 有り

会　員 ヘルパーステーションやまびこ 573-0156 藤阪南町3丁目11番1号 859-3100 859-3111 有り

会　員 訪問介護ステーションわらび 573-0165 山田池東町1番1号 395-5515 395-5516 有り

会　員 里仁館居宅サービス事業所 573-0001 田口山2丁目5番1号 856-6565 856-8588

会　員 訪問介護事業所フィリアルケア長尾 573-0107 長尾宮前1丁目1番5-202号 845-6303 845-6304

会　員 訪問介護長尾谷町 573-0153
藤阪東町4丁目17番1号
ハイツサンヒル102

808-5302 808-5315

会　員 ニチイケアセンター藤阪 573-0153 藤阪東町4丁目47番20号 896-1054 896-1067

会　員 飛鳥長尾の里ヘルパーステーション 573-0154 王仁公園2番54号 807-.5866 807-5861

会　員 ヘルパーステーションぽけっと 573-0157 藤阪元町1丁目5番21号 808-8774 868-1613

役職 事業所の名称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
詳細
情報

会　員 ミチコタッチヘルパーステーション 573-0115 氷室台1丁目28番20号 859-8810 859-8840 有り

会　員 ベストファミリーヘルパーセンター 573-0127 津田元町2丁目52番1号 858-3639 858-3629 有り

会　員 ケアサポート木の葉 573-0124 津田南町2丁目23番14号 897-5039 897-5034

会　員
医療法人松徳会
ヘルパーステーション

573-0126 津田西町1丁目29番15‐101号 896-0662 896-0666

会　員 フォルテ訪問介護ステーション 573-0126 津田西町3丁目5番23号 894-8946 808-8438

第１３圏域  【東香会（小学校区：津田・津田南・氷室）】

第１２圏域  【大潤会（小学校区：田口山・藤阪・菅原東）】



会　員
特定非営利活動法人
ヘルパーステーションたんぽぽ

573-0127 津田元町1丁目15番18号 808-8613 808-8614

会　員 ヘルパーステーション紙ひこうき 573-0127 津田元町2丁目59番3号 380-3449 396-7729

会　員 ぐっどケア 573-0127 津田元町2丁目54番5号 808-0910 808-0911

会　員 ヘルパーステーション紙ひこうき 573-0127 津田元町2丁目59番3号 380-3449 396-7729

会　員 アイリスホームヘルパーステーション 573-0134 春日東町2丁目12番10号 858-1300 858-1399

会　員 訪問介護ココロステッキ 573-0145 大峰南町22番5号 859-9230 858-2803


