
【吹田市】有料老人ホーム一覧（住所地特例対象施設）

更新
情報

名　称 所在地
所在地変更・
事業廃止等
年　月　日

（事　由）
住所地特例
適用開始日 事業開始日 類型

登録番号
（特定施設入居者

生活介護）
定　員

1
メディカル・リハビリホーム
くらら吹田

吹田市朝日が丘町24番3号 平成18年4月1日 平成14年1月1日 介護付 2771601339 48
株式会社ベネッセスタイ
ルケア

06-6192-8801

2 カルム桃山台 吹田市春日4丁目12番26号 平成18年4月1日 平成14年2月1日 介護付 2771601370 88 株式会社サフィールケア 06-6338-8018

3 そんぽの家万博公園 吹田市山田東3丁目28番11号 平成18年4月1日 平成16年3月1日 介護付 2771602048 66 SOMPOケア株式会社 06-4864-8715

4
介護付有料老人ホームプ
レザンメゾン吹田

吹田市南金田2丁目4番16号 平成18年4月1日 平成17年3月1日 介護付 2771602436 36 株式会社ケア21 06-6190-6121

5 ケアビレッジ千里・古江台 吹田市古江台5丁目3番7号 平成18年4月1日 平成17年10月1日 介護付 2771602675 54
パナソニックホームズ株
式会社

06-4863-8746

6
ベルパージュ千里けやき
通り

吹田市古江台5丁目3番4号 平成18年4月1日 平成18年3月1日 介護付 2771602899 126
ALSOKジョイライフ株式
会社

06-7506-9017

7 はぴね江坂 吹田市江坂町2丁目18番20号 平成21年9月1日 平成21年9月1日 住宅型 ‐ 46 グリーンライフ株式会社 06-6339-5753

8
グッドタイムリビング南千
里

吹田市山田西三丁目22番2号 平成21年12月1日 平成21年12月1日 住宅型 ‐ 71
グッドタイムリビング株式
会社

06-6876-5111

9 ルナハート千里丘の街 吹田市新芦屋上3番20号 平成22年5月1日 平成22年5月1日 介護付 2771603962 98
株式会社チャーム・ケア・
コーポレーション

06-6877-6288

①住所地特例対象

法人名・お問い合わせ先

（問合せ先）　吹田市　福祉部福祉指導監査室　介護事業者担当
　　　　　　　　 06-6105-8009（直通）

令和4年9月1日現在
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10 豊津マイファミリー 吹田市出口町32番18号 平成23年4月12日 平成22年8月17日 住宅型 ‐ 20 株式会社エンジェル 06-6380-8188

11
医療法人髙寿会サンライ
フケア北千里

吹田市古江台5丁目3番3号 平成25年4月1日 平成25年4月1日 住宅型 ‐ 83 医療法人髙寿会 06-6155-3901

12
医療法人髙寿会サンライ
フケア山田

吹田市山田西1丁目3番7号 平成25年1月7日 平成25年1月7日 住宅型 ‐ 28 医療法人髙寿会 06-6876-2158

13 スーパー・コート吹田山手 吹田市山手町4丁目31番21号 平成25年4月1日 平成25年4月1日 住宅型 ‐ 60 株式会社スーパー・コート 06-6310-4850

14 千里山マイファミリー 吹田市千里山西1丁目27番7号 平成26年6月10日 平成26年6月10日 住宅型 ‐ 28 株式会社エンジェル 06-6380-3915

15 シルバーリビング江坂 吹田市南金田1丁目3番10号 平成26年8月15日 平成26年8月15日 住宅型 ‐ 11
特定非営利活動法人エコ
ロジーネットワーク

06-6386-7778

16
グッドタイムリビング千里
ひなたが丘

吹田市千里丘西15番20号 平成26年11月1日 平成26年11月1日 住宅型 ‐ 125
グッドタイムリビング株式
会社

06-6876-3211

17
住宅型有料老人ホームマ
リージェ岸部

吹田市岸部南3丁目2番11号 平成26年12月1日 平成26年12月1日 住宅型 ‐ 28
株式会社エーツープラン
ニング

06-6317-0881

18 はっぴーらいふ吹田 吹田市朝日が丘町13番1号 平成27年7月1日 平成27年7月1日 住宅型 ‐ 61 株式会社アプリコット 06-6368-7099

19
住宅型有料老人ホーム彩
心

吹田市岸部南１丁目4番20号 平成27年12月1日 平成27年12月1日 住宅型 ‐ 24
社会福祉法人恩徳福祉
会

06-6318-1165

20
住宅型有料老人ホームお
るそ

吹田市岸部中3丁目5番23号 平成28年2月5日 平成28年2月5日 住宅型 ‐ 39 株式会社ｏｒｔｈｏ ｖｉｍ 06-6318-6547
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21 シルバーリビング吹田 吹田市南金田２丁目３番１号 平成28年6月9日 平成28年6月9日 住宅型 ‐ 11
特定非営利活動法人エコ
ロジーネットワーク

06-6192-1770

22 ここち江坂
吹田市広芝町１０番１４－１０１
号

平成29年6月1日 平成29年6月1日 住宅型 ‐ 71
株式会社ベネッセスタイ
ルケア

06-6386-5350

23
住宅型有料老人ホーム
ハーモニー吹田

吹田市佐井寺３丁目１番２５号 平成29年10月1日 平成29年10月1日 住宅型 ‐ 42
株式会社総合医療サー
ビスハーモニー

06-6155-8206

24
住宅型有料老人ホームス
イートガーデン吹田

吹田市西御旅町３－２１ 令和2年3月1日 令和2年3月1日 住宅型 ‐ 42
株式会社総合医療サー
ビスハーモニー

06-6317-8119

25 ケアレジデンス千里山
吹田市千里山竹園１丁目５０番
２２号

令和3年1月1日 令和3年1月1日 介護付 2771607286 60 株式会社サンガジャパン 06-6310-9039

26
住宅型有料老人ホームお
るそセカンド

吹田市岸部中４丁目２５番１６号 令和3年1月12日 令和3年1月12日 住宅型 ‐ 30 株式会社ｏｒｔｈｏ ｖｉｍ 06-6310-0237

27 ミライエ健都 吹田市岸部中１丁目１９番２２号 令和3年2月1日 令和3年2月1日 住宅型 ‐ 49 株式会社ナオビッグ 06-4861-8686

28
住宅型有料老人ホームあ
るく吹東町

吹田市吹東町21番7号 令和3年4月1日 令和3年4月1日 住宅型 ‐ 26 株式会社あるく 06-6170-5621

29 PDハウス岸部 吹田市岸部中3丁目8番1号 令和3年6月1日 令和3年6月1日 住宅型 ‐ 60 株式会社サンウェルズ 06-6155-5866

30 グレース・イン緑地公園 吹田市春日1丁目1番18号 令和3年12月1日 令和3年12月1日 介護付 2771607583 88 医療法人社団奉志会 06-6378-8008

31 ラ・メゾン桃山台 吹田市春日3丁目4番2号 令和4年4月1日 令和4年4月1日 住宅型 73 株式会社メディエイト 06-6227-8951


