
共同生活援助・事業所

平成28年2月1日現在
住所 電話番号

パディーホームあやめいけ 奈良市あやめ池北三丁目1-12-2 0742-93-3592

秋篠ハウス 奈良市秋篠町969-46 0742-51-5114

グループホームひだまり 奈良市北之庄西町1-10-16 0742-61-5520

トマトホーム 奈良市紀寺町398-5 0742-20-6320

ケアホームかかしパート２ 奈良市五条西一丁目2番11号 0742-43-1034

くわの木２ 奈良市五条畑一丁目6-2-8 090-3842-7049

プチハウス 奈良市神殿町656番地4 0742-63-5680

麦畑 奈良市西大寺赤田町2-4-4 0742-43-3825

寧楽 奈良市左京3-21-16 0742-46-0152

さくらそう 奈良市三条大路一丁目2番2号 0742-44-1811

もみの木 奈良市七条一丁目13-34 0742-44-5786

くるみ 奈良市七条西一丁目3-22 0742-46-1015

桜笑別館 奈良市杉ケ町35-2中田ビル306 0742-34-3755

田原山荘 奈良市田原春日野町116-2 0742-81-5100

はなばたけ 奈良市椿井町10 0742-22-9620

さくらホーム 奈良市帝塚山3-25-2 0742-46-1770

サンファミリー
奈良市富雄元町二丁目5-20-401号・402号・403号・

405号
0742-46-6237

コアラ 奈良市登美ケ丘6-8-5 0742-51-8622

ケアホームこころ 奈良市鳥見町3-15-5 0742-46-8331

富雄ハウス 奈良市中町3716-4 0742-43-3271

くわの木 奈良市中町5142-16 0742-47-7786

スマイルホーム 奈良市奈良阪町245-1 0742-24-0056

ありがとうホーム 奈良市奈良阪町245-1 0742-24-0056

ＧＨぷろぼの杉ヶ町
奈良市杉ケ町35番さやか杉ヶ町マンション205・20

号・301・303・405・406
0742-81-7032
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住所 電話番号

グループホームあかり 奈良市西九条町三丁目7番27号 0742-64-3553

グループホームひなた 奈良市西九条町三丁目9番4号 0742-64-0030

すこやかホーム 奈良市針ケ別所町1601-1 0743-84-0044

グループホームまきば１ 奈良市般若寺町168 0742-23-2125

サンサン 奈良市平松1-1-3 0742-85-5223

サンフラワーホーム 奈良市古市町1238-4 0742-64-6006

ピュアホーム 奈良市古市町1372-5 090-3627-4005

ひまわり 奈良市古市町1846-80 0742-64-1207

ゆうゆうホーム 奈良市古市町2059-6 0742-62-3430

ぐうぐうハウス 奈良市古市町2139-31 0742-62-5651

かたつむり 奈良市古市町74番地42 0742-63-1858

グループホーム桜笑 奈良市法蓮町403-1ジュネス新大宮101 0742-34-3755

南紀寺ホーム 奈良市南紀寺町四丁目133番地6 0742-23-5222

にこやかホーム 奈良市水間町1130-1 0742-81-0420

ケアホームかかし 奈良市六条三丁目11番25－1号 0742-51-0224

ふきのとう 奈良市六条西五丁目1番9-1号 0742-44-1811

若葉ハウス 奈良市若葉台1-6-9 0742-51-1733

メゾン高田 大和高田市神楽317-2 0743-54-8112

まめはうす 大和高田市内本町6-18 0745-25-3177

すずらんの家 大和高田市北本町6-31 0745-31-1222

さくら 大和高田市田井新町5-17 0745-53-2578

ケアホームあい愛・今里 大和高田市中今里町193-2 0745-52-4530

ケアホームしずく 大和高田市藤森350-19 0745-53-8690

もえぎ館 大和郡山市小林町346-6 0743-85-4112

カーサらんまん 大和郡山市城町1798-15 0743-53-7822

ケアホームそよかぜ 大和郡山市城町328-1 0743-54-1889
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ケアホームるんるんはうす 大和郡山市筒井町574－7 0743-57-5586

グループホーム　こおりな　女性棟 大和郡山市新木町299 0743-86-4610

みらい館 大和郡山市西岡町3-2 0743-54-8112

ケアホーム陽だまり 大和郡山市西岡町6-29 090-6321-7940

ケアホームだいち 天理市稲葉町412 0743-64-3330

あずき 天理市二階堂上ノ庄町364-11 0743-64-3231

ぎんなん 天理市西長柄町103　サンヴィレッジ103 0743-66-1771

くるみ 天理市西長柄町174　サンモール長柄1　102 090-6679-1469

かりん 天理市西長柄町43　シティハイツ202 0743-66-1771

グループホームたのしも 天理市東井戸堂町346-12 080-2472-0195

グループホームどんぐりの里 天理市兵庫町38-3 0743-66-1771

スパークル 天理市柳本町 0743-67-1099)

あんず 天理市柳本町1352-26 0743-66-1250

ケアホームぽれぽれ 天理市柳本町1519-1 0743-25-6875

第３いただき 天理市柳本町1992 0743-66-3784

いただき 天理市柳本町2014-23 0743-67-0020

スパークルⅡ 天理市柳本町2038-1 0743-67-1099

第２いただき 天理市柳本町2143-12 0743-66-2636

ひなた荘 橿原市御坊町54-6 0744-25-0564

橿の木ハウス２０２ 橿原市川西町170　県営橿原団地C-1棟202号 0744-27-4152

橿の木ハウス３０２ 橿原市川西町170　県営橿原団地C-1棟302号 0744-27-4152

ケアホームみんたる 橿原市木之本町89-6 0744-22-8990

こまどり 橿原市光陽町44-3　橿原県営住宅Ａ棟09　201号 0745-42-1320

とき 橿原市光陽町44-3　橿原県営住宅Ａ棟09　401号 0745-42-1320

ケアホームきらめき 橿原市菖蒲町2-8-12 0744-27-9001

ケアホームきらめき② 橿原市菖蒲町4-44-8 0744-28-1980
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めばえハウス① 橿原市十市町1011-1 0744-23-8883

はるひのⅠ 橿原市十市町68-2 0744-23-7781

めばえハウス② 橿原市内膳町5-2-37　正和マンション 0744-23-8883)

チューリップハウス 橿原市中町97-2 0744-20-3088

エスポワール 桜井市阿部754 0743-64-4591

ゆきやなぎ 桜井市上之庄383-1 0744-46-5137

Ｓｅｒｅｎｉｔｙ　Ａｗａｒｄ 桜井市大福107-1 0745-22-0207

Ｇｒｅｅｅｅｎ 桜井市大福186-12 0744-47-3711

つばき 桜井市大福468-1 0744-46-3357

やまぶき 桜井市大福643-1

ケアホーム　コスモス 五條市住川町1163-2 0747-26-1313

ケアホームあすなろ 五條市新町3-2-4 0747-24-2937

なのはな 五條市滝町12 0747-26-6200

ケアホームつわぶき 五條市二見5-7-11-102、206、402、403、405 0747-26-1313

たびだちの家 生駒市壱分町583-10 0743-25-4156

クローバー 生駒市新旭ケ丘1-22 0743-73-0045

ポピー 生駒市新旭ケ丘1-22 0743-74-9966

一歩の家 生駒市西旭ケ丘4-23 0743-73-1388

楽都 生駒市元町1-9-17 0743-73-7000

Ｎｏａ「のあ」① 香芝市穴虫1261-1　栄光ハイツＤ 0745-79-7618

風鈴山荘① 香芝市尼寺609-3 0745-77-8788

ケアホーム　ジョー・マキュー 葛城市今在家182-1 0745-24-2050

グループホーム柊の郷１ 葛城市寺口1147 0745-69-6901

HOLLY　VILLAGE1 葛城市寺口609-1 0745-69-7865

ぼたん寮 葛城市當麻132-1 0745-48-2661

ハイツ１ 山辺郡山添村桐山74 0743-86-2211
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中之庄 山辺郡山添村中之庄770 0743-89-1251

グループホーム　風の森 山辺郡山添村三ケ谷1812-2 0743-87-2010

ハイツ２ 山辺郡山添村峰寺341 0743-86-0452

グループホームにこにこ・ケアホームにこにこ 生駒郡三郷町城山台2-15-15 0745-32-4331

彩友館 生駒郡斑鳩町阿波2-14-34 0743-85-4112

ケアホーム虹の家 生駒郡斑鳩町神南2-5-7 0745-75-0008

Ｓｅｒｅｎｉｔｙ　Ｈｏｕｓｅ 生駒郡斑鳩町法隆寺西1-9-8 0745-22-0207

エンゼルハウス 生駒郡三郷町勢野西5-5-3 0745-31-5967

にぬふぁ星 生駒郡三郷町立野南1-21-13 0745-31-5911

ユイマール１ 生駒郡三郷町立野南2-8-8

グループホームまんよう・ケアホームまんよう 生駒郡三郷町城山台2-15-7 0745-32-4331

つばさ 生駒郡平群町櫟原1933 0745-45-5374

つどい 生駒郡平群町若井310-88 0745-45-8182

さくらんぼハウス 磯城郡川西町結崎949-1 0745-43-1956

さくら 磯城郡田原本町松本229-2吉川ハイツ202/203号室 0745-42-1320

ガッツの家 磯城郡田原本町三笠229-15 0745-42-1320

ケアホームさんきら 磯城郡田原本町薬王寺145-7 0744-32-8150

つばめ 磯城郡三宅町上但馬181-2 0745-42-1320

れんげ 磯城郡三宅町上但馬645-2 0745-42-1320

むぎばたけ 磯城郡三宅町但馬497-7 0745-42-1320

きらり 磯城郡三宅町伴堂87-5 0745-42-1320

つくし 磯城郡三宅町屏風250-8上但馬団地第35号 0745-42-1320

ＰＲＯＵＤ 北葛城郡王寺町畠田4-6-10 0745-24-2050

さざんか 北葛城郡河合町池部1-16-28 0745-56-2615

すばる 北葛城郡河合町穴闇489-2 0745-56-3539

グループホーム　かわい 北葛城郡河合町穴闇94-16 0745-56-3509
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オオバコの家 北葛城郡上牧町上牧2-4-4 0745-31-1222

うぃんぐ 北葛城郡上牧町上牧2707-4 0745-76-3067

ケアホームカラフル 北葛城郡広陵町南郷225-1 0745-55-3392

グループホーム　スマイル 北葛城郡広陵町三吉元斉音寺方235-1 0745-60-1263

つばさ 吉野郡大淀町下渕1101-1、1101-5、1102、1102-7 0747-52-1704

ケアホームさくら１ 吉野郡大淀町下渕887-2　桜ヶ丘コーポ303 0747-52-4105

つどいハウス 吉野郡大淀町下渕916-3 0747-53-2215

ビーグル 吉野郡大淀町土田2-45 0744-25-0564

めぐみハウス 吉野郡大淀町桧垣本2093-87 0747-53-2215

ケアホーム善城 吉野郡下市町善城625-1 0747-52-2986

ケアホーム　サン・シャイン 吉野郡吉野町香束901-3 0746-35-9500

ケアホーム吉野見附 吉野郡吉野町三茶屋846 0746-35-7355

ケアホーム三茶屋 吉野郡吉野町三茶屋846 0746-35-7355

あんず 宇陀市榛原笠間2378-1 0745-82-7222

すみれ 宇陀市榛原笠間2378-1 0745-82-7222

とちのみ 宇陀市榛原笠間2378-1 0745-82-7222

ふきのとう 宇陀市榛原笠間2378-1 0745-82-7222

宇陀市障がい者けあほーむ　たんぽぽ 宇陀市榛原萩原2026エバーハイム榛原205号 0745-82-7810

すずしろ 宇陀市榛原萩原2028　エバーハイム榛原108

グループホーム　第2あけぼの 宇陀郡御杖村神末4029-15 0745-95-3500

酢香野の里 宇陀郡御杖村菅野1384番地2 0745-95-2107

よつばホーム 高市郡明日香村岡1113-2 0744-54-5501

みどりの家 高市郡高取町清水谷1300-124 0744-25-0564
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