
○宝塚市訪問型サービスＡ・指定事業所一覧(令和4年12月１日現在)

名称 所在地 事業所番号 名称 所在地 電話番号 FAX番号 営業日 営業時間 通常の事業実施地域 指定年月日

1 社会福祉法人ヘルプ協会 伊丹市北園1丁目19番1 2873301432 在宅複合型施設ぐろ～りあ 伊丹市北園1丁目19番1 072-777-3572 072-777-0704
月曜日～金曜日
（祝日・年末年始
を除く）

9:00～18:00
伊丹市・尼崎市・川西
市・西宮市・宝塚市

平成29年4月1日

2 社会福祉法人ヘルプ協会 伊丹市北園1丁目19番1 2873301176 訪問介護事業所ぶる～む
伊丹市南野北1丁目3番44
号　南野ローズヴィラ102

072-779-9300 072-779-9330
月曜日～金曜日
（祝日・年末年始
を除く）

9:00～18:00
伊丹市・尼崎市・川西
市・西宮市・宝塚市・高
槻市

平成29年4月1日

3 社会福祉法人ヘルプ協会 伊丹市北園1丁目19番1 2873303172 ぐろ～りあ東野訪問介護事業所 伊丹市東野1丁目6番地 072-710-3079 072-773-5610
月曜日～金曜日
（祝日・年末年始
を除く）

9:00～18:00

伊丹市・川西市の一
部・宝塚市の一部（口
谷東・野里・安倉）・高
槻市

平成29年4月1日

4
やまさきクリーンサービス株
式会社

宝塚市三笠町7番8号 2871103095 ケアステーションとくさ 宝塚市三笠町7番8号 0797-62-8121 0797-62-8122 月曜日～金曜日 9:00～17:00
宝塚市・川西市・猪名
川町・西宮市・伊丹市

平成29年4月1日

5
一般財団法人宝塚市保健福
祉サービス公社

宝塚市小浜4丁目5番6号
ステップハウス宝塚内

2871100216
ステップこはまヘルパーステー
ション

宝塚市小浜4丁目5番6号 0797-86-8866 0797-86-8960 年中無休 7:00～23:00 宝塚市 平成29年4月1日

6 社会福祉法人愛和会 豊中市寺内1丁目1番10号 2871100489
ヘルパーステーション宝塚あい
わ苑

宝塚市中筋2丁目10番11号 0797-80-2940 0797-80-8111 月曜日～土曜日 8:30～17:00 宝塚市 平成29年4月1日

7 株式会社アクティブライフ
大阪市中央区備後町3-6-
14

2871100307 アクティブライフ中山倶楽部 宝塚市中山台2-17-30 0797-82-3200 0797-82-3205
月曜日～日曜日
（年中無休）

9:00～17:00 宝塚市 平成29年4月1日

8
社会福祉法人宝塚市社会福
祉協議会

宝塚市安倉西2丁目1番1
号

2871101362
宝塚市社会福祉協議会光明ヘ
ルパーステーション

宝塚市光明町10番24号 0797-74-5252 0797-74-5258
月曜日～日曜
日、祝日

8:00～19:15 宝塚市 平成29年4月1日

9 合同会社プラスワン
宝塚市逆瀬川1-14-17-
301

2871103830 訪問介護ステーション希望
宝塚市逆瀬川1丁目14-17-
205

0797-61-7570 0797-61-7571 月曜日～金曜日 9:00～18:00 宝塚市 平成29年4月1日

10 有限会社ケアラボ
西宮市生瀬町1丁目１８－
３１－１０２

2870900031 ケアラボプチ
西宮市生瀬町1丁目１８－３
１－１０２

0797-20-5637 0797-24-1475 月曜日～金曜日 9:00～17:00 西宮市北部・宝塚市 平成29年4月1日

11 エルケア株式会社
大阪市北区中崎西２－４－
１２梅田センタービル２５Ｆ

2871102824
エルケア株式会社　エルケア宝
塚ケアセンター

宝塚市長尾町７８ 0797-88-7500 0797-88-7501
月曜日～金曜日
(12/31-1/3除く)

9:00～18:00 宝塚市 平成29年5月1日

12 株式会社エントリースタッフ 宝塚市大吹町１１－３５ 2871102105 ケアサポートきらら 宝塚市大吹町１１－３５ 0797-76-4311 0797-52-3106

月曜日～金曜日
（国民の祝日・
12/31-1/3・
8/12-8/15除く）

9:00～17:00 宝塚市 平成29年6月1日

13 株式会社オフィスエム 宝塚市寿町９－１０ 2871103954 ヘルパーステーション咲桜 宝塚市寿町９－１０ 0797-83-1555 0797-83-1553
月曜日～金曜日
（祝日・12/30-1/3
除く）

9:00～18:00 宝塚市 平成29年11月1日

14 株式会社たいよう
宝塚市安倉中5丁目21-
29-104号

2871104028 たいよう訪問介護ステーション
宝塚市安倉中5丁目21-29-
104号

0797-86-0608 0797-86-0608
月曜日～金曜日
(12/31-1/3除く)

9:00～18:00 宝塚市 平成30年3月1日
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15 布亀株式会社 西宮市今津二葉町3番6号 2873102046
マザーケアヘルパーステーショ
ン川西

川西市中央町13-8-303 072-756-6575 072-756-6576
月曜日～土曜日
（12/30-1/3は除
く）

9:00～17:00 川西市・宝塚市 平成30年4月1日

16 株式会社　ポレ・ポレ
宝塚市社町1-6 シャルム
逆瀬ビル1F

2871100174 ケアステーション　ポレ・ポレ
宝塚市社町1-6 シャルム逆
瀬ビル1F

0797-71-0888 0797-71-0900
月曜日～土曜日
（祝日・12/30-1/3
は除く）

9:00～17:15
宝塚市・西宮市

芦屋市・伊丹市・川西
市

平成30年4月1日

17 布亀株式会社
西宮市今津二葉町3-6 布
亀第一ビル

2871102196
マザーケアヘルパーステーショ
ン宝塚

宝塚市光明町29-3 エス
テート川西202号

0797-76-5231 0797-76-5232 月曜日～土曜日 9:00～17:00 宝塚市 平成30年4月1日

18 有限会社　ファミリーサポート 西宮市名塩山荘6-23 2870901994 有限会社　ファミリーサポート 西宮市名塩山荘6-23 0797-63-2500 0797-63-2550 月曜日～土曜日 9:00～17:00
宝塚市・西宮市

神戸市
平成30年4月1日

19 有限会社　ハーモニー
宝塚市栄町3丁目1-17　グ
リーンエクセル宝塚109

2871100190 ハーモニーケアステーション
宝塚市栄町3丁目1-17　グ
リーンエクセル宝塚109

0797-85-3090 0797-85-3091 月曜日～金曜日 9:00～17:45
宝塚市・伊丹市

西宮市
平成30年4月1日

20 株式会社アイビック 西宮市段上町1丁目7-4 2870901317
ふれあい訪問介護ヘルパース
テーション

西宮市段上町1丁目7-4 0798-57-5652 0798-57-5020
月曜日～日曜日
（12/30～1/3は除
く）

9:00～18:00 西宮市 平成30年4月1日

21 有限会社ユニバース 大阪府箕面市新稲7-6-35 2771400096 有限会社ユニバース 大阪府箕面市新稲7-6-35 072-724-7037 072-724-8125 月曜日～金曜日 9:00～17:00 箕面市 平成30年4月1日

22 合同会社ひまわり 宝塚市長尾町17-4 2871101842 ひまわり 宝塚市長尾町17-4 0797-89-3385 0797-89-3335 月曜日～日曜日 9:00～17:00 宝塚市 平成30年4月1日

23
特定非営利活動法人愛’sさ
ぽーと

宝塚市すみれガ丘二丁目2
番1-117号

2871104044 愛’sさぽーと
宝塚市すみれガ丘二丁目2
番1-117号

0797-87-6705 0797-87-5922
月曜日～土曜日
（祝日・12/30-1/3
は除く）

9:00～18:00 宝塚市・西宮市 平成30年4月1日

24 株式会社ABC医療 西宮市生瀬町1丁目12-13 2870902471 エービーシーケアセンター 西宮市生瀬町2丁目8-14 0797-81-7767 0797-86-8409

月曜日～土曜日
（8/13-15・
12/30-1/3は除
く）

平日:9:00～
17:00

土曜:9:00～
12:00

宝塚市・西宮市・伊丹
市

平成30年8月1日

25
医療法人社団温新会　クリ
ニック内藤

伊丹市中野西2-207 2873300491
医療法人社団温新会訪問介護
事業所コンスウェル

伊丹市中野西2-207 072-785-1896 072-777-8709
月曜日～土曜日
（日祝・12/29-1/3
は除く）

9:00～17:30 宝塚市 平成30年9月1日

26 株式会社倉本
神戸市北区鹿の子台北町
5丁目21番8号

2870908007 ゆめヘルパーステーション
西宮市生瀬町1丁目20番20
号

0797-98-2606 0797-75-1056 月曜日～金曜日 9:00～17:30
宝塚市・西宮市・神戸

市北区
平成31年1月1日

27 布亀株式会社 西宮市今津二葉町3番6号 28A0900015
布亀株式会社　家庭生活応援
事業所

西宮市今津二葉町3番6号 0798-35-9950 0798-35-9951
月曜日～金曜日
（日祝・12/30-1/3
は除く）

9:00～17:00 宝塚市 平成31年1月1日
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28 株式会社ケア２１
大阪市北区堂島二丁目2
番2号　近鉄堂島ビル10階

2871104176 ケア２１宝塚
宝塚市逆瀬川1-11-14 後
北ビル4階402号室

0797-72-0321 0797-72-3621

月曜日～金曜日
（祝・8/13-8/17、
12/30-1/3は除
く）

9:00～18:00 宝塚市 平成31年4月1日

29
株式会社福祉ステーションち
えの和

兵庫県伊丹市鴻池5-6-6 28A1100029 ちえの和ヘルパーステーション 兵庫県伊丹市鴻池5-6-6 072-773-5770 072-773-5771

月曜～金曜日
（8/13-8/15、
12/29-1/3は除
く）

9:00～17:00 宝塚市 平成29年11月1日

30 ママピー合同会社 宝塚市長尾台1-16-51 287104291 訪問介護ムツ 宝塚市長尾台1-16-51 072-755-0681 072-755-0681
月曜日～金曜日
（土日祝は除く）

9:00～18:00
宝塚市、川西市、大阪

府池田市
令和3年5月1日
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