
更新情報 名　称 郵便番号 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
登録番号

（特定施設入居
者生活介護）

定　員 類型 備考欄

新規 有料老人ホーム青空３０９ ５８４-００４８ 富田林市西板持町５－４４５－１ 平成23年11月1日 平成23年11月1日 17人
有限会社ケアステーション青空富
田林

０７２１－７０－７０６９ 住宅型

廃止 ベストライフ富田林 ５８４-００７３ 富田林市寺池台５－８－５ 令和2年8月31日 廃止 平成24年6月1日 平成24年6月1日 88人 株式会社ベストライフ ０７２１－４０－００５６ 住宅型 設置者変更

新規 ベストライフ富田林 ５８４-００７３ 富田林市寺池台５－８－５ 令和2年9月1日 令和2年9月1日 88人 株式会社ベストライフ西日本 ０７２１－４０－００５６ 住宅型
株式会社ベストライフから譲渡変更
（設置者変更）

廃止 富田林やすらぎの里　凛花園 ５８４-００２４
富田林市若松町１－１０－７
新栄プロパティ－富田林３階

平成28年6月30日 廃止 平成25年12月1日 平成25年12月1日 10人 株式会社医療コーポレーション ０７２１－２４－０１２０ 住宅型

新規 ハートランド富田林 ５８４-００８１ 富田林市廿山一丁目８番３２号 平成29年3月23日 平成23年1月1日 32人 株式会社　川商 ０７２１－４０－１０２５ 住宅型

新規 柳生苑 ５８４-００４６ 富田林市東板持町１丁目３番３３号 平成28年12月1日 平成28年12月1日 27人 社会福祉法人　柳生会 ０７２１－３４－８６１６ 住宅型

新規
住宅型有料老人ホーム

ハーモニー富田林
５８４-００４５ 富田林市山中田町二丁目１３番４号 令和2年10月1日 令和2年10月1日 51人

株式会社総合医療サービスハーモ
ニー

０７２１－２６－７５０６ 住宅型

新規
住宅型有料老人ホーム
寿福の郷富田林西板持

５８４-００４８ 富田林市西板持町七丁目１番２５号 令和4年6月1日 令和4年6月1日 30人 株式会社ケントメディカルケア ０７２１－３４－３９００ 住宅型
令和４年６月１日より有料老人ホーム
（令和４年５月３１日まではサービス
付き高齢者向け住宅として運営）

新規
住宅型有料老人ホーム

ケアコート寿町
５８４-００３１ 富田林市寿町四丁目７番４１号 令和5年2月1日 令和5年2月1日 40人 コアプラン株式会社 ０７２１－２６－７３７１ 住宅型

新規
介護付有料老人ホーム

コープアイメゾン河内長野
５８６-００６８ 河内長野市北青葉台５１－４６ 平成19年3月1日 平成19年3月1日 2770701320 56人 大阪いずみ市民生活協同組合 ０７２１－６０－５０１１ 介護付

廃止 Ｃharm(チャーム）河内長野 ５８６-００５１ 河内長野市末広町２－３５ 平成30年9月30日 廃止 平成19年9月1日 平成19年9月1日 2770701379 56人
株式会社チャーム・ケア・コーポ
レーション

０７２１－６９－０５３１ 介護付

新規
介護付有料老人ホーム

ソラスト河内長野
５８６-００５１ 河内長野市末広町２－３５ 平成30年10月1日 平成30年10月1日 2770702732 56人 株式会社ソラスト ０７２１－６９－０５３１ 介護付

Charm（チャーム）河内長野から変更
（設置者・名称変更）

新規 ケアホーム・シオンの家 ５８６-００１１ 河内長野市汐の宮町３－５ 平成18年4月1日 平成11年8月30日 26人 株式会社ケアホーム・シオンの家 ０７２１－５６－１２６３ 住宅型

新規 ロイヤル・ライフ河内の郷 ５８６-００１３ 河内長野市向野町７３４番地 平成25年5月3日 平成25年5月3日 30人 株式会社ヒューマニティー ０７２１－５６－３３３３ 住宅型

新規 フィオレ・シニアレジデンス河内長野 ５８６-００４３ 河内長野市清見台１丁目１５番３号 平成26年3月1日 平成26年3月1日 64人 株式会社フルライフケア ０７２１－６０－１２００ 住宅型

新規
介護付有料老人ホーム
さくらの杜・千代田

５８６-０００１ 河内長野市木戸１丁目３３番１号 平成27年5月1日 平成27年5月1日 2770702385 60人 ヘルスケアリンク株式会社 ０７２１－５３－７８３１ 介護付

廃止 ライフクルーズ河内長野 ５８６-００６８ 河内長野市北青葉台５１番４３号 平成29年11月30日 廃止 平成28年2月1日 平成28年11月15日 50人 株式会社アセット不動産 ０７２１－５５－３１６０ 住宅型 平成２９年２月１５日から名称変更

廃止 マイライフ河内長野 ５８６-００６８ 河内長野市北青葉台５１番４３号 平成30年10月31日 廃止 平成29年12月1日 平成29年12月1日 50人 株式会社 　MIRAIE ０７２１－５５－３１６０ 住宅型
ライフクルーズ河内長野から変更
（設置者・名称変更）

新規 住宅型有料老人ホーム　希望の森 ５８６-００６８ 河内長野市北青葉台５１番４３号 平成30年11月1日 平成30年11月1日 48人 株式会社　大地 ０７２１－５５－３１６０ 住宅型

株式会社 　MIRAIEから譲渡変更
（設置者変更）
令和元年１１月１日から名称変更（マ
イライフ河内長野から変更）

法人名・お問い合わせ先

有料老人ホーム一覧（管轄地域の住所地特例対象施設に限る） 

令和5年2月1日現在
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有料老人ホーム一覧（管轄地域の住所地特例対象施設に限る） 

令和5年2月1日現在

新規 スマイルハウスⅢ ５８６-０００１ 河内長野市木戸二丁目３３番２２号 平成28年6月1日 平成28年6月1日 44人 有限会社 ひまわりサービス ０７２１－５０－２２０１ 住宅型

新規 住宅型有料老人ホーム　ピア河内長野 ５８６-００１３ 河内長野市向野町７２７番地 令和4年4月1日 令和4年4月1日 63人 株式会社　トライズ ０７２１－５３－００１０ 住宅型

新規
介護付き有料老人ホーム

エコハウスくみのき
５８９-００１２ 大阪狭山市東茱萸木４丁目１１５５ 平成18年4月1日 平成17年4月1日 2779300835 30人 社会福祉法人ラポール会 ０７２－３６０－７２００ 介護付

廃止 さくらの杜 ５８９-００３１ 大阪狭山市池之原２丁目１１１４ 平成29年11月30日 廃止 平成20年12月1日 平成20年12月1日 2779300900 50人 ヘルスケアパートナーズ株式会社 ０７２－３６０－１６０１ 介護付

新規 さくらの杜 ５８９-００３１ 大阪狭山市池之原２丁目１１１４ 平成29年12月1日 平成29年12月1日 2779301452 50人 ヘルスケアリンク株式会社 ０７２－３６０－１６０１ 介護付
設置者変更
同名称で新規設置

新規
有料老人ホーム
はぴねす金剛

５８９-００１１ 大阪狭山市半田２丁目４６８番地の５ 平成28年11月1日 平成28年11月1日 29人 株式会社 ケアハピネス ０７２－２４７－５１００ 住宅型

廃止
住宅型有料老人ホーム

OHANA大阪狭山
５８９-００１３ 大阪狭山市茱萸木三丁目２０６番８ 令和4年9月30日 廃止 令和3年11月12日 令和3年11月12日 30人 社会福祉法人天照会 ０７２－３６８－０１５０ 住宅型

新規
住宅型有料老人ホーム

HIBISU狭山
５８９-００１３ 大阪狭山市茱萸木三丁目２０６番８ 令和4年10月1日 令和4年10月1日 30人 株式会社BISCUSS ０７２－３６８－０１５０ 住宅型

社会福祉法人天照会から譲渡変更
（設置者変更）

新規
有料老人ホーム

シェアハウスゆうゆう
５８５－００４４ 南河内郡千早赤阪村大字森屋８７９番地３ 令和4年11月1日 令和4年11月1日 9人 株式会社夕星 ０７２１－２２－５０２０ 住宅型


