
ケアプランを作る事業所
平成28年4月1日現在

所在地 電話番号

かりん 奈良市青野町一丁目6番9-201号 0742-53-1510

青山居宅介護支援事業所こばやし 奈良市青山五丁目1番地59 0742-24-3045

平城園在宅介護支援センター 奈良市秋篠町1567 0742-45-9588

ケアプランセンターしもたか 奈良市秋篠町1180-36カサベルデ秋篠台102 0742-94-8845

居宅介護支援事業所あきしの 奈良市秋篠町1432-1 0742-53-3001

有限会社安心ライフ 奈良市秋篠早月町10-10三和マンションA棟110 0742-32-5152

ぽれぽれ秋篠 奈良市秋篠三和町1-1-21 0742-30-5420

近鉄スマイルあやめ池ケアプランセンター 奈良市あやめ池北2-1-1 0742-53-8858

介護支援センターなかえ 奈良市あやめ池北三丁目5番3号 0742-53-3155

ベネッセ介護センターあやめ池 奈良市あやめ池南7-555-54 0742-52-9797

ひろファーマシー居宅介護支援事業所 奈良市あやめ池南6-1-15 0742-46-6217

あすならハイツあやめ池ケアプランセンター 奈良市あやめ池南二丁目2番16 0742-45-1165

社会福祉法人奈良市社会福祉協議会都祁事業所 奈良市藺生町1922-8 0743-82-2624

総合在宅介護センターきらり 奈良市石木町41-1 0742-52-2802

居宅介護支援事業所光の桜 奈良市石木町715番1 0742-51-7548

エリシオン介護ステーション奈良 奈良市石木町800 0742-93-3640

あすならホーム今小路ケアプランセンター 奈良市今小路町29番1 0742-26-1165

ならやま診療所在宅介護支援センター 奈良市右京3-2-2 0742-72-4104

高の原居宅介護支援事業所 奈良市右京3-3-2ウエストメゾン203号 0742-70-6151

ニチイケアセンター奈良 奈良市大宮町2-1-35 0742-30-6131

スーパー・コートＪＲ奈良駅前ケアプランセンター 奈良市大宮町1-5-36-101 0742-30-4855

ふれあいケアプランセンター 奈良市大宮町6-1-8 0742-21-7850

社会福祉法人大倭安宿苑ながそね介護保険相談センター 奈良市大倭町4－1 0742-44-9346

特別養護老人ホーム梅花苑 奈良市大和田町2226 0742-52-0221

ケアプランセンターＯＨＡＮＡ 奈良市小倉町1231-2 0743-84-0133

浪花企画居宅介護支援事業所 奈良市押熊町1279-1 2階 0742-53-3232

ミック登美ヶ丘介護相談センター 奈良市押熊町2261 0742-40-2350

居宅介護支援それいゆ学園前 奈良市学園朝日町7-9-1 0742-41-6400

ハローケア訪問看護ステーション学園前 奈良市学園北一丁目13番10号 0742-51-4112

居宅介護支援センターらくじ苑学園前 奈良市学園北一丁目3番2号 0742-25-3550

ソワン訪問介護センター・ケアプラン部 奈良市学園新田町3219-1 0742-52-5557

学園前在宅相談センター
奈良市学園大和町二丁目26番ニュー松葉マンション206
号

0742-45-8061

万葉苑介護保険総合相談センター 奈良市川上町281 0742-27-3308

ツクイ奈良 奈良市川之上突抜町10-1 0742-20-1277

あさひ居宅介護支援事業所 奈良市北永井町384番地の1 0742-63-2225
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居宅介護支援事業所リーベ 奈良市北之庄町736ｰ1奈良事務機本社1F 0742-62-0711

サンライフ明日香居宅介護支援事業所 奈良市紀寺町556-1 0742-20-1179

特別養護老人ホームリノ 奈良市窪之庄町116-1 0742-64-3500

株式会社ハッピースマイル 奈良市五条畑27－12－11 0742-46-8823

谷掛整形外科在宅介護支援センター 奈良市神殿町644-1 0742-62-7577

えにしケアステーション 奈良市神殿町166-2神殿マンション1号棟101号室 0742-63-7077

介護支援センターどんぐり 奈良市神殿町292番地2 0742-95-9743

吉田病院在宅介護支援センター 奈良市西大寺赤田町1-7-1 0742-45-6855

こがねの里居宅介護支援事業所 奈良市西大寺赤田町1-4-8 0742-95-4160

四季ノ丘指定居宅介護支援事業所 奈良市西大寺栄町3-1　泉谷マンション202 0742-34-6967

サンライフ西大寺ケアプランセンター 奈良市西大寺南町1番28号 0742-52-1179

居宅介護支援友舞 奈良市左京四丁目3番地の5 0742-71-6500

ケアプランセンター左京 奈良市左京4丁目7番地の3 0742-70-0028

ライフアートコミュニティ佐保の里 奈良市佐保台2-902-241 0742-70-5020

ケアプランセンターあゆみ 奈良市三条大路四丁目5番5号 0742-93-4952

メッセージケアプランセンター三条桧町 奈良市三条桧町22-12 0742-32-5650

ぽれぽれ四条大路 奈良市四条大路2-860-1 0742-30-5314

そよ風倶楽部居宅介護支援事業所 奈良市四条大路3-3-8-5 0742-30-2988

株式会社ミルク 奈良市四条大路二丁目2番34号ハイツ四条大路A101号 0742-93-3263

ロイヤルハート支援センター 奈良市四条大路南町9－20 0742-36-2229

エンジェルハート 奈良市七条一丁目36-45 0742-55-7766

ケアプランセンターなごみ 奈良市七条1-30-6 0742-44-5405

医療法人岡谷会新大宮診療所 奈良市芝辻町4-7-2 0742-33-7800

居宅介護支援事業所奈良桃寿園 奈良市芝辻町4-12-4 0742-34-1122

ケアステーション奈良 奈良市神功4-1-8ループ神功101号室 0742-72-2155

居宅介護支援かわかみ 奈良市神功五丁目4番地の22 0742-93-9855

ニチイケアセンター大和西大寺 奈良市菅原町166-1 0742-53-6711

カームケアプランセンター 奈良市菅原町455-1 0742-44-7635

カームネススマイル彩 奈良市菅原町474-5三和マンション107号 0742-52-0522

サンタ・マリア 奈良市朱雀4-3-10 0742-71-7733

介護支援センターわ 奈良市朱雀4-1-3 0742-71-6082

ケアプランセンターひまわり奈良 奈良市朱雀5-20-6 0742-70-3511

カームネススマイル 奈良市朱雀5-20-6ガーデンシティ201 0742-71-1871

アイ居宅介護支援センター 奈良市朱雀五丁目16-15 0742-71-7511

グットライフ 奈良市朱雀5-3-10 0742-70-5033
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居宅介護支援事業所ほっこり 奈良市朱雀3-4-12山善マンション10-Ａ 0742-81-8900

介護相談センター福丸 奈良市朱雀六丁目1番地14　コンフォート朱雀Ⅱ3－A 0742-71-0072

さくら 奈良市大安寺3-9-12マンション楠101 0742-50-0020

株式会社らくだ福祉会 奈良市大安寺一丁目2番17号ロイヤルコートHAL102号 0742-81-8534

アロハケアプランニング 奈良市高畑町783番地の4 0742-27-6739

ケアプランセンターささのは 奈良市高天市町1-1井上ビル１階 0742-55-7822

居宅介護支援事業所太陽 奈良市高天市町22-1 0742-24-0488

ケアプランセンターなら清寿苑 奈良市田中町602番1 0742-64-5123

香梅苑居宅介護支援事業所 奈良市月ケ瀬尾山817-5 0743-92-2300

都祁すずらん苑 奈良市都祁友田町1437 0743-82-2822

菜の花居宅介護支援事業所 奈良市椿井町53-2 0742-26-5018

社会医療法人松本快生会西奈良中央病院ケアプランセンター 奈良市鶴舞西町1番16号 0742-43-3013

ケアプランセンターアンジェロ 奈良市帝塚山2-21-21 0742-44-0133

福祉相談サービスセンター・あいびす 奈良市帝塚山南四丁目11-7 0742-81-7504

とみお診療所在宅介護支援センター 奈良市富雄元町二丁目７－２５　ＳＳＫビル２０２号 0742-45-7489

ぽれぽれ登美ヶ丘 奈良市登美ケ丘2-2-15 0742-30-5102

竹の家 奈良市鳥見町2-19-2 0742-41-2955

あすならホーム富雄 奈良市鳥見町3-11-1 0742-53-1165

ケアマネサポートこころ 奈良市鳥見町3-15-5 0742-46-8331

アクティブライフ中町倶楽部 奈良市中町5014 0742-51-1165

居宅介護支援事業所とみのくに 奈良市中町3857 0742-49-1392

ケアプランセンターかごのき 奈良市中町2313番地の2 0742-95-9061

アップル学園前在宅介護支援センター 奈良市中登美ケ丘4-3 0742-51-5622

エリシオン学園前 奈良市中登美ケ丘1-1994-6 0742-95-6512

有限会社あんしん 奈良市中山町1250番地の7 0742-41-8777

ナイスケア「桜」 奈良市中山町1324-1 0742-52-6399

あきつ介護支援センター 奈良市中山町1062ハイツ竜王105 0742-53-8233

株式会社まごころ福祉居宅介護支援事業所 奈良市中山町西4-535-526 0742-52-8244

アースサポート奈良 奈良市内侍原町46-1 0742-27-6100

かがやきのその居宅介護支援センター 奈良市奈良阪町2789-1 0742-25-2020

居宅介護支援センターつばさ 奈良市奈良阪町2750-2 0742-25-3001

岡谷会ケアプランセンター 奈良市西木辻町200 0742-20-2117

岡谷会ケアプランセンターつくし 奈良市西木辻町200 0742-20-2118

福祉相談サービスセンター・アメニティーライフ・アシスト 奈良市西木辻町91-4 0742-26-2500

有限会社ふぁみりーえいど 奈良市西九条町2-12-10 0742-64-7866
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医療法人輝峰会堀池医院 奈良市西登美ケ丘5-3-8 0742-43-3359

学園前西居宅介護支援センター 奈良市二名3-1151-1 0742-45-1243

けいはんなヘルパーステーション指定居宅介護支援事業所 奈良市二名3-952-1 0742-52-7555

こまどりと丘ケアプランセンター 奈良市二名一丁目２３５６番地の１ 0742-51-7351

医療法人宝山会奈良小南病院ケアプランセンター 奈良市八条5-437-8 0742-30-6668

居宅介護支援センターさぽーとらくじ苑 奈良市八条5-437-11 0742-30-1800

ケアプランセンターすみれ 奈良市東九条町538 0742-62-6655

ニチイケアセンター東九条 奈良市東九条町754-4 0742-50-0377

ケアプランセンターあすか 奈良市東九条町552-11 0742-61-9634

福祉相談サービスセンター・青い鳥 奈良市東九条町640番地1 0742-63-1837

ケアプランセンターおうとく 奈良市東九条町752 0742-61-1118

モリワキ居宅介護支援事業所 奈良市疋田町2-1-21徳丸ビル2F 0742-46-8399

優倭ホームケアサービス 奈良市平松二丁目２２番地３２号プロシード１０１号室 0742-40-5670

在宅介護支援センター和楽園 奈良市古市町1886－1 0742-63-5505

居宅介護支援喜寿 奈良市古市町1480-12 0742-50-1678

介護支援センター鹿野園 奈良市古市町2139-14 0742-62-6708

訪問看護ステーションツルーハート 奈良市法蓮町1934-11 0742-20-2505

沢井病院ケアプランセンター 奈良市法蓮町602-1 0742-20-2811

居宅介護支援事業所八重桜 奈良市法蓮町410番地の2 0742-25-5045

ホームケアー奈良 奈良市法蓮町423番地 0742-32-4051

ニチイケアセンターほうれん 奈良市法蓮町1088-1ら・ほうれん 0742-20-0255

合資会社　佐保・福祉総合相談センター 奈良市法蓮町258-23 0742-26-8228

リッスンケアプランセンター 奈良市法蓮町1348 0742-24-5466

あん居宅介護支援事業所 奈良市法蓮町396－5　グランパル佐保203号 0742-31-3752

居宅介護支援事業所　和 奈良市法蓮町471番地の1 0742-35-7530

有限会社奈良ケアサービス 奈良市本子守町11久保ビル2階 0742-23-5866

ならやま園居宅介護支援事業所 奈良市山陵町1085 0742-41-8088

奈良在宅ホスピス支援センターひばり 奈良市三碓6-9-22 0742-41-5908

社会福祉法人奈良市社会福祉協議会鳥見デイサービスセン
ター“ふらっと”

奈良市三碓町2204番地 0742-93-3731

居宅介護支援センターらくじ苑みかんの里 奈良市南京終町19番地1 0742-23-4165

ハーモニーケアサービス 奈良市南京終町2-322-9 0742-62-1175

ケアサポート樹もれび 奈良市南京終町一丁目153番地の2 0742-31-4585

ケアプランセンターきのね 奈良市南京終町四丁目360番地の9 0742-31-7439

縁（ゆかり）居宅介護支援事業所 奈良市南京終町７丁目540-5 0742-81-7200

てまり 奈良市南京終町三丁目393番地3　ハイツ古都101号室 0742-81-8738
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ウェルハートケアプランセンター 奈良市三松3-4-6 0742-43-1076

特別養護老人ホームあじさい園 奈良市茗荷町808-1 0742-81-0878

ロイヤルフェニックス居宅介護支援事業所 奈良市六条町99-2 0742-35-1315

ハッピーケアプランサービス 奈良市六条2-18-1 0742-46-8819

居宅介護支援ならまち 奈良市六条1-1-12 0742-53-8808

あすならホーム西の京 奈良市六条2-20-67 0742-45-6541

西ノ京在宅介護支援センター 奈良市六条西5-17-43 0742-52-0888

特定非営利活動法人なら福祉介護ネット 奈良市六条西1-12-76 0742-51-3891

居宅介護支援事業所かなで 奈良市六条西3-14-4 0742-45-7150

医療法人新仁会奈良春日病院居宅介護支援事業所 奈良市鹿野園町1212-1 0742-24-4771

優花居宅介護支援センター 奈良市若葉台一丁目7番1号 0742-48-4079

ケアサポートすみれ 大和高田市礒野490-4 0745-43-5386

大和高田市訪問看護ステーション 大和高田市礒野北町1-2 0745-53-8153

ニチイケアセンター大和高田 大和高田市礒野東町1-10　上田ビル第1　3階 0745-24-1081

ケアセンターあ・うん 大和高田市礒野東町2-8 0745-43-8107

社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会 大和高田市池田418-1 0745-23-2294

特別養護老人ホーム慈光園 大和高田市池田444 0745-52-5001

大和高田介護相談所 大和高田市市場95-15 0745-25-1112

はな居宅介護支援事業所 大和高田市市場774-1 0745-25-2086

デイ・サンライフ高田 大和高田市今里16-27 0745-25-3344

ライフパートナー希望 大和高田市今里川合方96-29 0745-22-5311

有限会社和 大和高田市大谷590-14 0745-52-7356

有限会社平和コーポレーション 大和高田市大中64 0745-52-5052

ヘルパーステーションあすなろ 大和高田市奥田92-22 0745-52-6127

居宅介護支援センターリバティ 大和高田市奥田271-15 0745-43-6336

介護センターさんさん居宅介護支援事業所 大和高田市片塩町6-13 0745-22-6629

ヘルパーステーションみらい日記 大和高田市甘田町10-13　エクシブタカダ106号 0745-21-0371

介護のみき大和高田店 大和高田市三和町17-30 0745-52-0858

ふくしのなら 大和高田市三和町2-3 0745-22-3200

ひばり居宅介護支援事業所 大和高田市昭和町8-11-304 0745-52-6550

社会福祉法人甘樫会あまがし苑高田 大和高田市神楽3-11-13 0745-21-1666

日本介護医療センター奈良事業所 大和高田市神楽254-6　セゾンド神楽202 0745-24-1165

ケアステーションまりん 大和高田市曽大根1-13-14 0745-45-2520

医療法人酒本医院訪問看護ステーションあおぞら 大和高田市中今里町1-34 0745-25-1887

ケアプランセンターベルライフ 大和高田市西町2-30 0745-25-4165
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居宅介護支援事業所平沼 大和高田市西坊城73-1 0745-52-1540

介護老人保健施設光陽 大和高田市根成柿321-1 0745-53-1115

和里（にこり） 大和高田市野口325-3 0745-52-0125

有限会社ミオの家 大和高田市東中82 0745-25-7880

日の出診療所 大和高田市日之出町11-6 0745-23-4321

ふれあい在宅介護支援センター 大和高田市日之出町13-15 0745-53-5499

花たばケアプランセンター 大和高田市本郷町7-16 0745-24-5771

福祉総合センターオモタニ 大和高田市本郷町2-10 0745-24-1300

社会福祉法人大和郡山市社会福祉協議会 大和郡山市植槻町3-8 0743-53-6531

ケアマネステーションすこやか 大和郡山市北郡山町245-41 0743-55-5253

大和園こおりやま居宅介護支援事業所 大和郡山市北郡山町205-4 0743-52-1700

在宅生活支援センターテルミー 大和郡山市北郡山町246 0743-58-5840

介護相談センターひだまり 大和郡山市北西町31-37 0743-56-2116

あんしんケアプランセンター郡山 大和郡山市九条町306-6-101 0743-58-6780

ケアステーションバンビ 大和郡山市小泉町1517-7 0743-54-5751

訪問介護サービスひよこ 大和郡山市小泉町1602-1レンタルスペース小泉1階 0743-55-5858

訪問介護事業所あっぱれ 大和郡山市小泉町1614-2-206 0743-54-7182

介護支援センターひまわり 大和郡山市小泉町3393-29 0743-53-6422

介護のみき大和小泉駅前店 大和郡山市小泉町東2-3-7よしのビル1階 0743-58-3530

居宅介護支援事業所株式会社想花 大和郡山市小泉町東3-7-13 0743-20-0589

ケアプランセンター山和 大和郡山市堺町33 0743-52-2507

奈良厚生会病院 大和郡山市椎木町769-3 0743-56-5678

ヘルパーステーション・ギブアンドテイク 大和郡山市城町1799-11 0743-52-9334

医療法人田北会居宅介護支援事業所 大和郡山市城南町3-25 0743-54-5013

医療法人岡谷会片桐ケアプランセンター 大和郡山市新町305-92 0743-55-4390

矢田の郷 大和郡山市新町991 0743-53-5552

あすならホーム郡山 大和郡山市新木町361-1 0743-51-1165

ケアステーションきらら 大和郡山市杉町134-3 0743-57-5346

フレンド郡山ステーション 大和郡山市田中町761 0743-55-7115

居宅介護支援事業所ウェルケア悠 大和郡山市田中町728 0743-55-0208

ケアプランセンターわかくさ郡山館 大和郡山市額田部北町822-1 0743-23-0034

有限会社奈良ライフサポート 大和郡山市発志院町185-1 0743-58-4164

老人保健施設ピュアネス藍 大和郡山市本庄町1-5 0743-56-8001

一般社団法人大和郡山市医師会立訪問看護ステーションやす
らぎ

大和郡山市本庄町317-2 0743-57-0588

ケアサポートほらいずん 大和郡山市南郡山町363-23-203 0743-58-5270
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所在地 電話番号

特別養護老人ホーム大和園平和 大和郡山市美濃庄町236－1 0743-58-2700

あすなら苑 大和郡山市宮堂町青木160-7 0743-57-1165

特別養護老人ホーム瑞祥苑 大和郡山市矢田町4739-4 0743-54-6180

マイホーム矢田山さんち 大和郡山市矢田山町59-3 0743-54-7336

メールボックス 大和郡山市柳5-43 0743-55-2341

有限会社西原 大和郡山市柳3-35 0743-52-5001

医療法人芳愛会ケアプラン室 大和郡山市横田町708-3 0743-56-3094

あすならホーム二階堂ケアプランセンター 天理市荒蒔町139-5 0743-64-4165

モリワキ居宅介護支援事業所天理 天理市石上町358-3 0743-61-0017

ケアセンター心 天理市櫟本町3210-4 0743-65-5799

あすならホーム檪本ケアプランセンター 天理市櫟本町3012-1 0743-65-3665

信愛ケアプランセンター天理 天理市櫟本町2761-2 0743-65-5600

ニチイケアセンター天理 天理市川原城町303-2山本ビル201号 0743-69-5455

居宅介護支援事業所ペンギンホーム 天理市川原城町275-1松尾ビル3F 0743-63-2994

あすならホーム天理 天理市川原城町207-1 0743-69-4165

社会福祉法人天寿会ひびき居宅介護支援事業所 天理市岸田町1199 0743-66-1188

みらの介護サービス 天理市田井庄町681グランメール203 0743-62-6772

居宅介護支援センターみやぎ 天理市丹波市町302 0743-63-1114

有限会社ハヤシ 天理市富堂町320-1 0743-63-0308

有限会社在宅総合ケアーセンター幸福 天理市富堂町219-6 0743-69-6630

だんだん指定居宅介護支援事業所 天理市中町59-1メゾンチャノマエ591-201号 0743-64-4300

ケアプランセンター清寿苑 天理市中之庄町510-2 0743-68-4111

ケアプランセンター夢 天理市西長柄町453－2 0743-67-3301

居宅介護支援事業所ファミリア 天理市西長柄町117　A105 0743-85-5601

有限会社あいネットヘルパーステーションゆうゆう 天理市東井戸堂町372-1 0743-68-1513

在宅サービス事業所やすらぎ園 天理市福住町5504 0743-69-2253

居宅介護支援事業所すみれの花 天理市別所町261-3-201 0743-86-4508

介護支援センターみやぎⅡ 天理市守目堂町143 0743-68-1300

柳本居宅介護支援事業所 天理市柳本町1194-1 0743-67-0055

あすならホーム柳本ケアプランセンター 天理市柳本町1310-1 0743-66-1800

さくらんぼケアプランセンター 橿原市石川町504-1　有限会社アシストひまわり内 0744-26-1003

鴻池会地域ケアセンター橿原 橿原市石川町591-1 0744-27-3700

有限会社花てまり 橿原市石原田町361-32 0744-24-1077

特別養護老人ホームかなはし苑 橿原市雲梯町94-1 0744-24-5551

リンク橿原居宅介護支援事業所 橿原市雲梯町28 0744-21-3737
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ケアセンターこころ 橿原市大軽町339-2-203 0744-28-8911

居宅介護支援事業所ふぁみり 橿原市大久保町451-1 0744-22-0950

特別養護老人ホーム香久山インパレス 橿原市戒外町7 0744-29-5001

居宅介護支援大和三山 橿原市膳夫町477-17 0744-23-6688

ケアサポートめばえ 橿原市川西町338-1 0744-55-2110

桃寿園 橿原市北越智町345 0744-27-7260

ぽれぽれケアセンター白橿 橿原市北越智町322 0744-28-6511

ケアセンター香心 橿原市北妙法寺町122-5 0744-24-3878

介護センターとらいあんぐる 橿原市北八木町1-6-20 0744-22-3851

訪問看護ステーションかしの木 橿原市木原町90-3 0744-20-2228

アレリーケア居宅介護支援事業所 橿原市木原町90-3 0744-20-0300

ケアプランセンターユーティ－橿原 橿原市葛本町220-6 0744-20-1666

サポートはな 橿原市久米町528-1 0744-51-1512

橿原ケアセンターユースフル21 橿原市四条町765-15 0744-23-2376

公益社団法人奈良県看護協会立橿原訪問看護ステーション 橿原市四分町252-1 0744-29-0611

社会医療法人平成記念病院居宅介護支援事業所しじょう 橿原市四分町85-1 0744-21-6161

ケアステーションかぎろひ 橿原市四分町100-1プレミールうねび105号 0744-46-9912

ケアクラフト弥生 橿原市上品寺町193-1 0744-29-5006

介護支援きくかわ 橿原市上品寺町380-22 0744-23-3770

居宅介護支援事業所あす香の泉 橿原市上品寺町389-8 3F 080-4485-3943

居宅介護支援事業所「きらり」 橿原市新賀町275-15 0744-29-5822

医療法人優慶会ゆうけいの里ケアプランセンター 橿原市新賀町87-1 0744-21-1228

ニチイケアセンター橿原 橿原市曽我町723－4 0744-21-8770

ケアサービス楽 橿原市曽我町810-4 0744-20-0556

ケアステーション秋桜 橿原市曽我町1070-1フローラ真菅206号 0744-35-4868

ケアプランセンタープレイス 橿原市曽我町746-1 0744-25-5815

訪問介護ステーションはなみず木 橿原市醍醐町131-1 0744-20-3300

ケアプランセンター橿原 橿原市田中町70-15 0744-24-2422

公益社団法人奈良県看護協会立橿原訪問看護ステーションや
わらぎの郷

橿原市十市町63-1橿原市福祉センターやわらぎの郷内 0744-25-0222

医療法人良翔会居宅介護支援事業所みそら 橿原市内膳町4-43-6 0744-29-6671

こころ奈良 橿原市内膳町4-4-1サンプラザ八木701 0744-26-0556

ケアプランセンターカインドハート橿原 橿原市中町200-128 0744-22-7043

有限会社川西ウイング 橿原市中曽司町384-11 0744-25-2619

居宅介護支援センター絆 橿原市中曽司町269-27 0744-29-1980

居宅介護支援事業所さくら 橿原市中曽司町62-1 0744-25-3911

8/17



ケアプランを作る事業所
平成28年4月1日現在

所在地 電話番号

ケアセンターいぶき 橿原市中曽司町178-3吉田ビル２F 0744-20-2941

医療法人吉川医院居宅介護支援事業所ほのか 橿原市中曽司町175 0744-22-0172

ケアファーム未来 橿原市縄手町411 0744-24-7067

居宅介護支援事業所こすもす 橿原市新口町260-2レベッレアカーザ207号室 0744-25-3103

ハートランドケア橿原ケアセンター 橿原市西池尻町371-1寿ビル1F 0744-28-0501

居宅介護支援事業所バンデ(絆) 橿原市東竹田町104-1 0744-23-3223

居宅介護支援事業所橿原の郷 橿原市飯高町7-1 0744-21-1101

ぽれぽれ橿原在宅支援相談センター 橿原市白橿町2-29-8 0744-28-6561

居宅介護支援事業所花橿 橿原市古川町395-1 0744-26-1371

橿原園 橿原市見瀬町265 0744-27-2424

クリーンケアセンター橿原居宅介護支援事業所 橿原市見瀬町617-3 0744-26-6345

実生イーライフ居宅介護支援事業所 橿原市見瀬町232-1 0744-35-2680

有限会社あまの介護サービス 橿原市南八木町3-5-25 0744-22-2117

有限会社ケアセンター華の木 橿原市南八木町3-43-1 0744-20-0030

居宅介護支援事業所くるみ 橿原市南八木町1-4-1 0744-21-0963

ニチイケアセンター八木 橿原市八木町1-5-30ダイショービル3階 0744-26-2831

社会福祉法人大和桜井園 桜井市阿部1073 0744-42-2090

居宅介護支援事業所なでしこ 桜井市阿部323 0744-46-1317

居宅介護支援事業所友愛 桜井市池之内122-1 0744-45-1513

居宅介護支援事業所秀華苑 桜井市出雲1642 0744-44-3201

居宅介護支援事業所いぶき 桜井市大泉814-3 0744-45-2252

ニチイケアセンター桜井 桜井市粟殿1027-1 0744-44-6455

介護のみき桜井店 桜井市粟殿14-1 0744-44-6236

万葉介護サービスセンター 桜井市金屋102-5 0744-46-2299

桜井市訪問看護ステーションさくら指定居宅介護支援事業所 桜井市金屋136-1 0744-45-5311

株式会社太陽 桜井市上之庄383-1 0744-44-5122

有限会社かけはし 桜井市上之庄159-5 0744-45-4493

居宅介護支援事業所きび秀華苑 桜井市吉備542-2 0744-44-2606

社会福祉法人桜井市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業
所「れいんぼー」

桜井市桜井535-1 0744-45-1152

ケアーステーションみのり 桜井市桜井90－4　メゾン　ド　　アゼリアA101 0744-44-5356

居宅介護支援事業所いわれ 桜井市桜井276 0744-42-2081

三輪の里在宅介護支援センター 桜井市慈恩寺285 0744-46-1801

社会医療法人健生会大福診療所 桜井市大福240-1 0744-42-3059

マザーズかわい介護支援センター 桜井市大福242-1 0744-42-3043

居宅介護支援事業所とねりこ 桜井市大福280-1 0744-43-2821
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株式会社まちかど福祉ステーション 桜井市外山337-1フルーエントⅡ106 0744-49-3157

有限会社タカダ 桜井市東新堂220 0744-46-1511

在宅介護支援センターやまのべ 桜井市大豆越104-1 0744-45-5962

医療法人社団岡田会居宅介護支援センター「アップル」 桜井市大豆越104-1やまのべグリーンヒルズ内 0744-45-0604

ヘルパーステーションみわ 桜井市三輪496-1 0744-44-6685

MCパル 五條市今井4-5-37 0747-25-2941

白寿ケアプランセンター 五條市今井1-1-15 0747-25-5300

老人保健施設ルポゼまきの 五條市大沢町9-8 0747-24-0033

居宅介護支援事業所まきの苑 五條市大沢町5-25 0747-22-8881

有限会社アビリティー梅川Ｃａｒｅステーション雅 五條市岡町1748 0747-22-8358

福寿ケアサービス 五條市三在町392-1 07472-2-2337

社会福祉法人五條市社会福祉協議会 五條市新町3-3-2 0747-24-4152

株式会社ワースリビング 五條市住川町331-1 0747-24-3033

社会福祉法人三寿福祉会友語苑 五條市住川町1426 07472-6-1818

有限会社田園介護サービス 五條市田園4-35-4 0747-24-2502

居宅介護支援事業所すぎさき 五條市中之町1771-33 07472-4-0003

西吉野・大塔居宅介護支援事業所 五條市西吉野町城戸122五條市役所西吉野支所内 0747-33-0062

アクオスケアプランセンター 五條市西吉野町滝389 0747-32-0101

はるす・ケアプランサービス 五條市西吉野町城戸430 0747-33-0055

在宅支援事業所水輪 五條市野原東6-5-37 0747-23-0660

介護老人保健施設ローズ 五條市二見5-3-64 07472-2-5200

ウェルネスケア 五條市二見3-5-17 0747-22-8711

花うさぎ福祉サービス 五條市二見7-5-44 101号 0747-22-4165

ハートランド五條ケアプランセンター 五條市二見5-3-63 0747-26-0005

いろはケアプランセンター 御所市180-14 0745-62-0801

居宅介護支援事業所とき 御所市84 0745-62-3251

ケアプランセンターあいあい 御所市旭町618-13 0745-63-2633

鴻池会居宅介護支援事業所 御所市池之内1064 0745-64-2062

鴻池荘在宅介護支援センター 御所市池之内1064 0745-62-0567

コミュニティーケアセンターぽかぽか 御所市大広町180　谷川ビル1階 0745-43-6541

国見苑 御所市柏原1594-1 0745-63-1102

居宅介護支援事業所しあわせ 御所市櫛羅152-2、152-4 0745-64-0312

由衣の里居宅介護支援事業所 御所市蛇穴521-1 0745-63-1680

医療法人榎本医院 御所市戸毛1248 0745-67-0908

居宅介護支援事業所あさひ 御所市東辻95-5 0745-62-7762
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テンダーヒル御所 御所市船路415 0745-66-2500

友幸苑ケアプランセンター 御所市重阪771-1 0747-26-1177

テンダーヒル御所わかば館 御所市御国通り364-1 0745-64-2500

いぶき居宅介護支援事業所 御所市南十三66-3 0745-62-5833

社会福祉法人恩賜財団済生会御所病院居宅介護支援事業所 御所市三室20 0745-62-3585

介護センターALLNAVI 御所市三室697-1 0745-62-2275

ケアセンター歩 御所市元町374-2 0745-63-1886

宅老サロン椀の家 生駒市あすか野南1-2-2 0743-79-9950

ライフケア生駒有限会社ケアプラン部 生駒市壱分町1220-4 0743-76-2355

居宅介護支援センター延寿 生駒市小瀬町1100 0743-76-2266

一般財団法人生駒メディカルセンター居宅介護支援事業所 生駒市小瀬町324-2 0743-76-3400

いずみケアプラン 生駒市小瀬町134-1 0743-85-7258

社会福祉法人生駒市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業
所

生駒市北新町3-1 0743-74-3333

フォレスト居宅介護支援事業所 生駒市北田原町2429-4 0743-78-1677

アミライフ・桜ヶ丘ケアプランセンター 生駒市桜ケ丘3-57 0743-74-9924

有限会社ゆりの会 生駒市高山町8075 0743-70-1014

高山ちどりケアマネジメント 生駒市高山町8030 0743-70-1832

ケアプランセンターエバ 生駒市高山町10872 0743-71-4636

かけはし居宅介護支援事業所 生駒市高山町7782-1 0743-20-4501

医療法人和幸会阪奈中央ケアプランセンター 生駒市俵口町444-1 0743-73-9418

いこいの家ケアプランセンター 生駒市俵口町814-1ハイネス生駒302号 050-5005-4469

たわらぐち居宅介護支援センター 生駒市俵口町1069-1 0743-84-8201

大生介護支援センター 生駒市俵口町694-4 0743-75-3113

ケアプランセンター阪奈 生駒市俵口町710 0743-71-8111

医療法人社団松下会東生駒病院居宅介護支援事業所 生駒市辻町4-1 0743-75-0011

フレンド生駒ステーション 生駒市中菜畑2-1117 0743-71-7221

あすならホーム菜畑 生駒市中菜畑2-1129-1 0743-75-1141

そうせいケアプランセンター 生駒市萩の台4-4-1 0743-76-2085

萩の台ちどりケアマネジメント 生駒市萩の台3-1-8 0743-76-2211

アリス薬局 生駒市東生駒1-70-1 0743-72-1719

ハーモニー・ケアプランセンター 生駒市東新町4-20石丸ﾋﾞﾙ2階 0743-71-8858

愛来る居宅介護支援事業所 生駒市東松ケ丘2-8森下ビル 0743-73-5157

社会医療法人平和会いこま駅前クリニック 生駒市本町7-10 0743-71-7222

介護保険のケアプランパートナー 生駒市真弓4-12-14 0743-79-0085

愛友ケア居宅介護支援センター 生駒市南田原町1036-1 0743-75-1477
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ケアプランを作る事業所
平成28年4月1日現在
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梅寿荘在宅介護支援センター 生駒市元町2-14-8 0743-74-6811

医療法人和幸会阪奈中央サンミットケアプランセンター 生駒市山崎新町2-18-102 0743-85-5526

いむらケアタクシー 香芝市旭ケ丘1-26-1 0745-77-0294

有限会社ライフステーション 香芝市旭ケ丘1-31-1 0745-71-4346

ケアプランやすらぎ 香芝市磯壁4-184-3石橋マンション202号 0745-78-8881

ケアプランセンターみのり 香芝市磯壁2-1119 0745-43-8344

大和園くうる 香芝市今泉841-2 0745-71-5501

ケアプランセンター・たなか 香芝市今泉451 0745-77-0709

ケアプランセンター六花・香芝 香芝市逢坂8丁目225-3 0745-76-6987

ケアプランセンターふるさと 香芝市五位堂1013 0745-79-8600

居宅介護支援事業すばる 香芝市鎌田157-1 0745-71-7171

和里（にこり）香芝 香芝市鎌田594 0745-78-0125

藤本居宅介護支援事業所 香芝市上中1231-10 0745-78-5489

ケアプランセンターホット＆ほっ・と 香芝市上中453-9 0745-43-8655

居宅介護支援事業所ドレミ 香芝市上中1231-12 0745-78-3768

介護やオンリーワン 香芝市瓦口2173 0745-71-3055

あい居宅介護支援事業所 香芝市瓦口568-2 0745-77-3556

医療法人澤田医院 香芝市五位堂5-155 0745-76-2523

介護ステーションたいよう 香芝市下田西1-2-35 0745-71-5415

医療法人誠安会 香芝市下田西2-7-61　3号館 0745-71-1177

医療法人弘生会 居宅介護支援センターあっぷるハウス 香芝市関屋北5-11-1 0745-77-2642

居宅介護支援事業所ピース 香芝市高202-15 0745-60-5191

介護のみき香芝市店 香芝市西真美1-4-4ラモール西真美105号 0745-79-0500

特別養護老人ホーム大和園白鳳 香芝市尼寺594-2 0745-79-5500

ハローサン 香芝市白鳳台2-23-13 0745-79-0863

居宅介護支援センターてんとう虫 香芝市平野23-1 0745-71-0980

医療法人優慶会介護支援センターまみの里 香芝市真美ケ丘4-16-1 0745-79-2526

ありす居宅介護支援事業所 香芝市真美ケ丘4-10-10 0745-61-7628

ソフト香芝居宅介護支援事業所 香芝市良福寺137-1　ライフインサンヨー良福寺101 0745-71-5544

よいしょケアプランセンター 香芝市良福寺263-1 0745-78-6897

有限会社かつらぎケアサービス 葛城市加守515-1 0745-76-8238

ニチイケアセンター新庄 葛城市北花内286-4 0745-69-1301

デイサービスセンター一休 葛城市北花内429-1 0745-69-1919

居宅介護支援ケアステーションこころ 葛城市新在家286-1 0745-48-0556

居宅介護支援事業所ライフサポート 葛城市新庄200 0745-60-4320
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社会福祉法人葛城市社会福祉協議会 葛城市染野789番地1 0745-48-6636

医療法人博愛会介護老人保健施設かつらぎ 葛城市林堂360-1 0745-69-1800

株式会社ケアサポートおもいやり 葛城市林堂285-1 0745-69-0707

ケアプランセンターかつらぎの里 葛城市林堂225-5 0745-69-5051

特別養護老人ホームウォームヴィラ新庄園 葛城市平岡528 0745-63-1150

ケアマネジメントsoins 葛城市平岡437-2 0745-69-0022

当麻園居宅介護支援事業所 葛城市南今市372 0745-48-4418

居宅介護支援センターハートライフ当麻 葛城市南今市382-1 0745-48-3244

居宅介護支援事業所やまびこ 宇陀市菟田野平井135 0745-84-9800

居宅介護支援事業所四つ葉のクローバー 宇陀市菟田野古市場470 0745-84-2950

うたの愛ライフ 宇陀市菟田野古市場1380-1 0745-84-9920

有限会社うだ介護サービス 宇陀市大宇陀麻生田636-8 0745-83-0080

大宇陀特別養護老人ホームラガール 宇陀市大宇陀拾生250-6 0745-83-2080

ニチイケアセンター榛原 宇陀市榛原萩原2448ｰ2モンヴェールウエヤマ1-A1階 0745-85-2061

よろずや 宇陀市榛原萩原2429番13号小西ビル４階 0745-82-6788

ケアフィールドハーネス 宇陀市榛原下井足1937-203 0745-82-3115

特定非営利活動法人つつじ庵 宇陀市榛原天満台西3-7-12 0745-82-1720

ゆぁほうむ榛原 宇陀市榛原長峯200-1 0745-82-8111

公益社団法人奈良県看護協会立宇陀訪問看護ステーション 宇陀市榛原萩原155-4 0745-82-6603

特定非営利活動法人サポートセンターきずな 宇陀市榛原萩原173-3 0745-85-5500

特別養護老人ホーム悠楽園 宇陀市榛原檜牧584 0745-82-7771

榛原ケアプランセンター 宇陀市榛原ひのき坂2-7-16 0745-82-7304

居宅介護支援事業所ひだまり 宇陀市榛原ひのき坂2-1-10 0745-88-9354

有限会社みかどメディカル 宇陀市榛原福地374-1 0745-82-2888

居宅介護支援事業所ケアホープ 宇陀市榛原福地22-1フジハイツ201 0745-88-9469

特別養護老人ホーム室生園 宇陀市室生下田口1216 0745-93-2525

社会福祉法人山添村社会福祉協議会 山辺郡山添村大西1395－1 0743-85-0181

あくなみ苑居宅介護支援センター 生駒郡安堵町岡崎33-1 0743-59-0070

介護老人保健施設若草園 生駒郡安堵町岡崎58 0743-57-5535

ツツミ介護支援事務所 生駒郡安堵町岡崎246-1 0743-57-5235

介護サービスセンターまこと 生駒郡安堵町笠目549-1 0743-57-7522

ケアプランセンター安堵園 生駒郡安堵町西安堵570-1 0743-23-1260

社会福祉法人安堵町社会福祉協議会 生駒郡安堵町東安堵853 0743-57-2523

居宅介護支援事業所どんどこ 生駒郡安堵町東安堵7-30 0743-57-9120

居宅介護支援事業所げんき 生駒郡安堵町東安堵248-8 0743-23-1515
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ケアプランセンターわかくさ斑鳩館 生駒郡斑鳩町興留4-1-35 0745-70-0045

JAならけんいかるが居宅介護支援事業所 生駒郡斑鳩町興留3-1-43 0745-70-0290

居宅介護支援事業所あんしん館 生駒郡斑鳩町龍田2-1-12 0745-75-2805

株式会社イカリトンボ 生駒郡斑鳩町龍田西4-1-40 0745-75-2028

居宅介護支援事業所はなまる 生駒郡斑鳩町龍田西8-3-22 0745-75-6100

独立型・介護拠り所いっぽ（一歩） 生駒郡斑鳩町龍田西3-15-19 0745-75-8633

ウェルネス斑鳩ケアサポート 生駒郡斑鳩町服部1-2-25 0745-75-5465

在宅介護支援センター第二慈母園 生駒郡斑鳩町法隆寺2091-1 0745-75-8888

株式会社すまいる斑鳩支店 生駒郡斑鳩町法隆寺南1-3-15 0745-75-3337

ケアプランセンターほっとプラザ 生駒郡斑鳩町小吉田2-7-15 0745-70-0002

三郷聖アンナケアプランセンター 生駒郡三郷町信貴南畑1-7-26 0745-33-3335

有限会社介護サービスセンターあおぞら 生駒郡三郷町立野北2-2738-5 0745-34-1212

ハローケア訪問看護ステーションしぎさん 生駒郡三郷町立野南2-9-33 0745-73-2360

居宅介護支援事業所ピノキオ 生駒郡三郷町立野南3-1-18 0745-31-0030

あかり介護ステーション 生駒郡三郷町立野南1-23-10 M’s court 三郷106号 0745-43-8360

居宅介護支援事業所あい 生駒郡三郷町立野南2-14-7三室山コープタウン7-102 0745-44-8946

三郷町社会福祉協議会 生駒郡三郷町勢野西1-2-1 0745-72-5800

医療法人紀川会居宅介護支援事業所 生駒郡三郷町勢野東4-14-1 0745-34-0701

地域支援相談センター 生駒郡三郷町勢野東4-3-20 0745-31-5799

まごころ介護サービス 生駒郡三郷町美松ケ丘東1-12-20 0745-32-0094

夕陽ヶ丘診療所 生駒郡三郷町夕陽ケ丘1-40 0745-72-9490

三郷介護支援センター 生駒郡三郷町勢野東2-4-22 0745-32-0343

三郷サンサンハウス居宅介護支援事業所 生駒郡三郷町東信貴ケ丘1-2-27 0745-32-3535

デイサービスセンター楽らく 生駒郡平群町櫟原780 0745-46-3190

介護老人保健施設悠々の郷 生駒郡平群町上庄1-15-1 0745-46-2255

居宅介護支援センターやすらぎ 生駒郡平群町菊美台2-206-1 0745-60-5302

ケアサポート岡山 生駒郡平群町北信貴ケ丘2-12-19 0745-45-6855

社会福祉法人平群町社会福祉協議会 生駒郡平群町西宮2-1-6 0745-45-5710

在宅ケアセンターのぞみ 生駒郡平群町西宮2-4-16 0745-45-8669

あけぼの会高齢者福祉事業センター 生駒郡平群町福貴1354-11 0745-46-3177

デイサービスセンターつくしの里 生駒郡平群町三里65 0745-46-1108

社会福祉法人川西町社会福祉協議会 磯城郡川西町吐田94 0745-43-3901

有限会社つぼみ介護サービス 磯城郡川西町結崎862-6 0745-42-0809

田原本園在宅介護支援センター 磯城郡田原本町味間523-1 0744-33-6066

ニチイケアセンター田原本 磯城郡田原本町唐古528-2ｴｺｻｲﾄC号 0744-34-1620
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老人保健施設サンライフ田原本 磯城郡田原本町小阪305-1 0744-34-3346

田原本在宅介護支援センターサンライフ田原本 磯城郡田原本町小阪305-1 0744-32-2244

七色ケアセンター 磯城郡田原本町幸町152－3　ソシア田原本302 0744-34-7024

介護センターいちご 磯城郡田原本町阪手202-3 0744-47-3666

奈良ヘルスケアシステム株式会社 磯城郡田原本町千代632-1 0744-32-0902

居宅介護支援しきの郷 磯城郡田原本町西竹田27-1 0744-33-8880

介護支援事業所たんぽぽ 磯城郡田原本町宮古476-34 0744-34-6266

有限会社はーとたいむ 磯城郡田原本町八尾607-6 07443-2-8973

有限会社ライフ２１介護支援サービスセンター 磯城郡田原本町薬王寺318 0744-34-5570

ケアプランセンター春うらら 磯城郡田原本町薬王寺137-6 0744-32-0341

居宅介護支援事業所うちの家 磯城郡三宅町石見523-69 0745-60-3903

社会福祉法人三宅町社会福祉協議会 磯城郡三宅町伴堂848-1 0745-43-2078

介護センター菜の花 磯城郡三宅町伴堂850 0745-43-0900

王寺町在宅介護支援センター「ハートランドしぎさん」 北葛城郡王寺町王寺2-6-1まさごビル1F 0745-33-5050

大和園王寺在宅介護支援センター 北葛城郡王寺町葛下3-161-1 0745-72-8580

ピーター薬局居宅介護支援事業所 北葛城郡王寺町久度2-20-2-107 0745-33-3502

ケアプランセンターてるてる 北葛城郡王寺町太子3-1-12 0745-32-5077

株式会社KFC 北葛城郡王寺町畠田8-1588-1 0745-33-0789

居宅介護支援事業所かがやき 北葛城郡王寺町畠田4-1-17 0745-32-2700

株式会社介護センター虹 北葛城郡王寺町畠田4-10-5 0745-34-2828

訪問介護ステーションいちご花 北葛城郡王寺町本町4-16-13 0745-34-1587

ニチイケアセンター奈良王寺 北葛城郡王寺町本町4-44-19 0745-33-0717

ケアプランセンターここから王寺町 北葛城郡王寺町本町4-1-3 103号 0745-31-1577

居宅介護支援事業所かごめ 北葛城郡王寺町本町4-26-22ドヌール王寺101 0745-31-1777

居宅介護支援事業所さくらんぼ 北葛城郡王寺町元町1-1-10 0745-34-0108

大和の里 北葛城郡河合町池部3-5-5 0745-58-2525

訪問介護ステーションそらまめ星和台 北葛城郡河合町星和台2-1-17 0745-31-3001

居宅介護支援事業所フルライフケア上牧 北葛城郡河合町星和台2-1-1川由ビル306 0745-34-2055

ニッセイせいれいケアプランセンター西大和 北葛城郡河合町高塚台1-8-1 0745-33-2288

居宅介護支援事業所てるてる 北葛城郡河合町中山台2-1-1セジュール中山台205号室 0745-43-8568

社会医療法人健生会河合診療所 北葛城郡河合町穴闇81-1 0745-57-0212

ケアプランセンターきぼう 北葛城郡河合町西穴闇351-1 0745-57-2770

社会福祉法人河合町社会福祉協議会
北葛城郡河合町山坊24-3　河合町総合福祉会館「豆山
の郷」内

0745-58-2734

エイワン居宅介護支援事業所 北葛城郡上牧町葛城台4-3-9 0745-71-1152

有限会社やまびこ 北葛城郡上牧町下牧1-2-25 0745-32-6825
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社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 北葛城郡上牧町上牧3245-1 0745-76-6098

介護ステーションにこにこ 北葛城郡上牧町上牧3815 0745-77-2525

こころ上牧居宅介護支援事業所 北葛城郡上牧町上牧2768-2 0745-71-5780

ケアプランセンター六花 北葛城郡上牧町上牧537-10 0745-43-6987

郁慈会居宅介護支援事業所 北葛城郡上牧町上牧459-1 0745-43-7012

ACケアプラン 北葛城郡上牧町上牧2850-7 0745-77-6298

介護のみき西大和ケアセンター 北葛城郡上牧町桜ケ丘3-35-11 0745-34-0855

居宅介護支援事業所いちじく 北葛城郡上牧町桜ケ丘3-35-1 0745-60-6642

介護サービス華うさぎ 北葛城郡上牧町米山台1-2-17 0745-78-6366

ケアプランセンターセイワ 北葛城郡上牧町米山台2-4-11 0745-32-3608

有限会社笑み居宅介護支援事業所 北葛城郡広陵町安部699-1 0745-54-2305

ケアプランセンターあゆむ 北葛城郡広陵町大野471-3 0745-60-6364

広陵町社会福祉協議会青い鳥 北葛城郡広陵町笠161-2 0745-55-8300

ニチイケアセンター広陵 北葛城郡広陵町笠343-1 0745-54-1225

ケアプランセンターきらめき 北葛城郡広陵町南郷417-4 0745-54-0134

老人介護支援センターおきなの杜 北葛城郡広陵町南郷84-1 0745-55-5551

中堀医院 北葛城郡広陵町的場94-1 0745-56-2262

在宅介護支援センター竹取の丘 北葛城郡広陵町馬見北5-13-11 0745-54-0015

ＮＰＯ法人イオン馬見 北葛城郡広陵町馬見北4-5-17 0745-60-5190

在宅介護センター奈良 北葛城郡広陵町馬見南3-16-16 0745-55-6011

エリシオン真美ヶ丘 北葛城郡広陵町馬見南4-1-19 0745-54-3540

居宅介護支援事業所大地 北葛城郡広陵町みささぎ台7-13谷口鍼灸接骨院内 0745-55-7382

特別養護老人ホーム大和園 北葛城郡広陵町三吉169 0745-55-5383

いやしの里オアシス 北葛城郡広陵町三吉1266-6 0745-55-3310

居宅介護支援事業所あかべ 北葛城郡広陵町三吉264-1 0745-55-2359

さくらの里居宅介護支援事業所 吉野郡大淀町今木880 0745-67-9110

居宅介護支援事業所ふくしま 吉野郡大淀町北野14-6 0746-32-0105

社会福祉法人大淀町社会福祉協議会 吉野郡大淀町下渕1223 0747-53-0589

美吉野園居宅介護支援センター 吉野郡大淀町下渕887-2桜が丘コーポ 0747-55-4005

ケアプランセンター吉野のあかり 吉野郡大淀町比曽107-6 0746-34-5600

南和病院介護支援センター 吉野郡大淀町福神1-181 0747-54-5800

社会福祉法人川上村社会福祉協議会 吉野郡川上村迫590-1 0746-52-0294

社会福祉法人黒滝村社会福祉協議会 吉野郡黒滝村寺戸187-2 0747-62-2850

居宅介護支援事業所けあぽーとはる風 吉野郡下市町阿知賀621-5 0747-54-5530

居宅介護支援センターユートピアセグラ 吉野郡下市町阿知賀135 0747-54-2151
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居宅介護支援事業所ふくにし 吉野郡下市町新住155-1 0747-52-9966

社会福祉法人下市町社会福祉協議会 吉野郡下市町善城140-1 0747-54-2107

社会福祉法人下北山村社会福祉協議会 吉野郡下北山村浦向371 07468-6-0360

社会福祉法人上北山村社会福祉協議会 吉野郡上北山村河合381 07468-2-0129

ケアサポートしもむら 吉野郡天川村川合330-1 0747-63-0770

十津川村 吉野郡十津川村小原225－1 07466-2-0001

野迫川村居宅介護支援事業所 吉野郡野迫川村北股84 0747-37-2101

ケアサポートますい 吉野郡東吉野村小川735 07464-2-0019

あいの家居宅介護支援事業所 吉野郡東吉野村木津153 0746-44-9900

ケアプランセンター中部 吉野郡東吉野村木津川288 0746-42-0158

ナオミパートナーシップ 吉野郡東吉野村中黒680 07464-2-9533

エコン株式会社東吉野ヘルパーステーション 吉野郡東吉野村三尾51-1 0746-43-9035

妙代ケアセンター 吉野郡東吉野村鷲家90･91-1 0746-42-0516

吉野たらちね居宅介護支援事業所 吉野郡吉野町上市2072ｰ1 0746-32-5826

社会福祉法人吉野町社会福祉協議会 吉野郡吉野町丹治130-1 0746-32-8978

吉野三町村老人福祉施設 吉野郡吉野町楢井605－1 0746-32-8950

（有）はたホームケアサービス 吉野郡吉野町楢井494-1 07463-2-5329

ケアプランとわ 吉野郡吉野町楢井479 0746-32-0048

ケアプランセンター心の里 吉野郡吉野町西谷722 0746-32-4939

居宅介護支援事業所柳光 吉野郡吉野町柳1395-1 0746-35-9294

社会福祉法人曽爾村社会福祉協議会居宅介護支援事業所 宇陀郡曽爾村伊賀見23-1 0745-96-2144

社会福祉法人御杖村社会福祉協議会居宅介護支援事業所 宇陀郡御杖村菅野1581 0745-35-2828

指定居宅介護支援事業所あすかの里 高市郡明日香村越280 0744-54-5577

社会福祉法人明日香村社会福祉協議会
高市郡明日香村立部745　明日香村健康福祉センター内
1階

0744-54-5330

特別養護老人ホームあまがし苑 高市郡明日香村栗原421-2 0744-54-5454

社会福祉法人高取町社会福祉協議会 高市郡高取町観覚寺990-1 0744-52-3865

在宅介護支援センター陽明荘 高市郡高取町清水谷149－5 0744-52-4666

有限会社ほほえみ 高市郡高取町下子島350 0744-52-9088

介護センターゆいまーる 高市郡高取町丹生谷883-6 0745-67-1050

居宅介護支援事業所けあ～ふりぃ 高市郡高取町丹生谷1833-1 0744-52-2467

居宅介護支援事業所ハート 高市郡高取町兵庫130-1 0744-52-4645

居宅介護支援事業所萩の里あすか 高市郡高取町松山685 0744-52-3218
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