
福祉の就職総合フェア　2019 in OSAKA  出展法人一覧

No 出展法人名 ブロック名

1 （福）秀生会 大阪市01
2 （医）桜希会 大阪市02
3 （福）聖家族の家 大阪市03
4 （福）慶生会 大阪市04
5 （NPO）クロスジョブ 大阪市05
6 （福）亀望会 大阪市06
7 （株）オールケアライフ 大阪市07
8 （福）三秀會 大阪市08
9 （福）ヒューマンライツ福祉協会 大阪市09
10 （株）Tondo 大阪市10
11 ウェルコンサル（株） 大阪市11
12 （福）都島友の会　 大阪市12
13 （福）央福祉会 大阪市13
14 （医）協和会 大阪市14
15 （医）弘善会 大阪市15
16 （福）ライフサポート協会 大阪市16
17 （株）ケア２１ 大阪市17
18 （福）遺徳会 大阪市18
19 （福）浪速松楓会 大阪市19
20 （福）秀和福祉会 大阪市20
21 （医）清翠会 大阪市21
22 （株）ライフサポートジャパン 大阪市22
23 （福）大阪光風会 大阪市23
24 （有）ほっと・ステーション 大阪市24
25 （医）寿会 大阪市25
26 （公財）淀川勤労者厚生協会 大阪市26
27 （福）宥恵会 大阪市27
28 （福）永寿福祉会 大阪市28
29 （福）基弘会 大阪市29
30 （福）大阪平成会 大阪市30
31 （福）森の宮福祉会 大阪市31
32 （福）日本ヘレンケラー財団 大阪市32
33 （福）みずき会 大阪市33
34 （福）関西中央福祉会 大阪市34
35 （福）弘仁会 大阪市35
36 （株）サンタ 大阪市36
37 （福）健成会 大阪市37
38 （福）芙蓉福祉会 大阪市38
39 （株）スーパー・コート 大阪市39
40 （株）オーケーケアサポート 大阪市40
41 （福）海の子学園 大阪市41
42 オリックス・リビング（株） 大阪市42
43 （福）大阪府肢体不自由者協会 大阪市43
44 （福）隆生福祉会 大阪市44
45 （福）正武福祉会 大阪市45
46 （福）ともしび福祉会 大阪市46
47 （株）アスモ介護サービス 大阪市47
48 （福）今川学園 大阪市48
49 （福）ユイ 大阪市49
50 （福）城南福祉会 大阪市50
51 （福）寿楽福祉会 大阪市51
52 （福）石井記念愛染園 大阪市52
53 （福）光聖会 大阪市53
54 （福）あさか会 大阪市54
55 （福）いわき学園 大阪市55
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56 （医）博心会 大阪市56
57 （福）水仙福祉会 大阪市57
58 （福）嘉誠会 大阪市58
59 （株）日本介護医療センター 大阪市59
60 （一社）ラ・ビスタ 大阪市60
61 （福）優心会 大阪市61
62 （福）聖綾福祉会 大阪市62
63 （福）健勝会 大阪市63
64 （福）北摂杉の子会 大阪市64
65 （福）白寿会 大阪市65
66 （福）ふれあい共生会 大阪市66
67 （福）四恩学園 大阪市67
68 （福）慶陽 大阪市68
69 （福）愛徳福祉会 大阪市69
70 （福）清水福祉会 大阪市70
71 （福）山水学園 大阪市71
72 （福）ほしの会 大阪市72
73 （福）平成福祉会 大阪市73
74 （福）和悦会 大阪市74
75 アサヒサンクリーン（株） 大阪市75
76 （福）エージングライフ福祉会 大阪市76
77 （株）グッドライフケア大阪 大阪市77
78 （福）淳風会 大阪市78
79 （福）なみはや福祉会 大阪市79
80 （福）弘友福祉会 大阪市80
81 （福）高津学園 大阪市81
82 （医）育和会 大阪市82
83 （福）治栄会 大阪市83
84 （福）三養福祉会 大阪市84
85 （株）シダー 大阪市85
86 （福）久栄会 大阪市86
87 （福）加島友愛会 大阪市87
88 （福）友朋会 大阪市88
89 （医）錦秀会 大阪市89
90 （福）みおつくし福祉会 大阪市90
91 （福）由寿会 大阪市91
92 （福）青野ヶ原福祉会 大阪市92
93 （株）のどか 大阪市93
94 （株）孝生社大阪老人介護 大阪市94
95 メディカル・ケア・サービス（株） 大阪市95
96 （福）功徳会 大阪市96
97 （福）育福会 大阪市97
98 （福）三篠会 堺市01
99 （福）五常会 堺市02
100 （福）関西福祉会 堺市03
101 （福）マーヤ 堺市04
102 （福）風の馬 堺市05
103 アンドライフサービス（株） 堺市06
104 （医）ペガサス 堺市07
105 （福）稲穂会 堺市08
106 ライジングサン（株） 堺市09
107 （福）まほろば 堺市10
108 （福）天寿会 堺市11
109 （有）VIVO 堺市12
110 （株）アンダンテ 堺市13
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111 （福）よしみ会 堺市14
112 シャローム（株） 堺市15
113 （福）みささぎ会 堺市16
114 （株）ハートフルサンク 堺市17
115 （福）和風会 堺市18
116 （医）恵泉会 堺市19
117 （福）悠人会 堺市20
118 （福）そうび会 堺市21
119 （福）コスモス 堺市22
120 （福）南の風 堺市23
121 （医）恒尚会 堺市24
122 （福）宏和会 堺市25
123 （福）福生会 堺市26
124 （福）堺福祉会 堺市27
125 （福）上神谷福祉会 堺市28
126 （福）美木多園 堺市29
127 （有）タイヨウビジネス 堺市30
128 （福）愛育社 堺市31
129 （医）生長会 堺市32
130 （福）堺暁福祉会 堺市33
131 （福）東光学園 堺市34
132 （福）南湖会 堺市35
133 （福）豊悠福祉会 北摂01
134 （福）桃林会 北摂02
135 （福）聖ヨハネ学園 北摂03
136 （福）夢工房 北摂04
137 （福）摂津宥和会 北摂05
138 （福）山善福祉会 北摂06
139 （福）ウエル清光会 北摂07
140 （福）池田さつき会 北摂08
141 （医）健和会 北摂09
142 （福）和貴会 北摂10
143 （福）山田敬愛福祉会 北摂11
144 （福）多邦会 北摂12
145 （福）茨木厚生会 北摂13
146 （福）のぞみ 北摂14
147 （福）豊中きらら福祉会 北摂15
148 （福）友愛会 北摂16
149 （福）英芳会 北摂17
150 （福）救世軍社会事業団　救世軍希望館 北摂18
151 （福）西谷会 北摂19
152 （福）幸和会 北摂20
153 （福）燦愛会 北摂21
154 （福）天王福祉会 北摂22
155 （福）豊中親和会 北摂23
156 （福）産経新聞厚生文化事業団 北摂24
157 （福）秀幸福祉会 北摂25
158 （福）大協会 北摂26
159 （福）愛和会 北摂27
160 （株）プロパティ・ケア 北摂28
161 （福）大潤会 北摂29
162 （福）四幸舎和会 北摂30
163 （福）起生会 北摂31
164 （福）豊中ファミリー 北摂32
165 （医）協和会 北摂33
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166 （福）恩賜財団大阪府済生会（吹田特別養護老人ホーム松風園） 北摂34
167 （福）甲有会 北摂35
168 （福）慶徳会 北摂36
169 （福）成光苑 北摂37
170 （福）大阪西本願寺常照園 北摂38
171 （福）こばと会 北摂39
172 （福）恭生会 北摂40
173 （福）智恩福祉会 北摂41
174 （福）さつき福祉会 北摂42
175 （福）寝屋川めぐみ園 河北01
176 （株）ぽぷら 河北02
177 （株）はーとふるセゾン 河北03
178 （福）高潤会 河北04
179 （福）豊年福祉会 河北05
180 （福）光輝会 河北06
181 （福）晋栄福祉会 河北07
182 （福）四条畷福祉会 河北08
183 （福）松樹会 河北09
184 （福）美郷会 河北10
185 （福）希望会 河北11
186 あんしんケアねっと（有） 河北12
187 （福）星田児童福祉会 河北13
188 （福）バルツァ事業会 河北14
189 （福）いわき会 河北15
190 （福）たちばな会 河北16
191 （株）リールステージ 河北17
192 （医）一祐会 河北18
193 （福）優喜会 河北19
194 （福）秀英会 河北20
195 （医）大寿会 河北21
196 （福）聖徳園 河北22
197 （株）ゆめゆめらいふ 河北23
198 （福）門真共生福祉会 河北24
199 （福）真清福祉会 河北25
200 （福）蒼生福祉会 河北26
201 （福）柏清会 河北27
202 （福）マイウェイ福祉の会 河南01
203 （福）武田塾 河南02
204 （福）久義会 河南03
205 （株）D-CUBE 河南04
206 （福）恵和会 河南05
207 （福）庄清会 河南06
208 （医）興世会 河南07
209 （福）長野社会福祉事業財団 河南08
210 （福）みなの会 河南09
211 （福）ひびき福祉会 河南10
212 （福）竜華福祉会 河南11
213 （福）南河学園 河南12
214 （福）つくし会 河南13
215 （福）なにわの里 河南14
216 （福）愛光会 河南15
217 （福）博光福祉会 河南16
218 （福）富美和会 河南17
219 （福）幸福会 河南18
220 （福）ふたかみ福祉会 河南19
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221 （福）日本コイノニア福祉会 河南20
222 （福）天心会 河南21
223 （福）イエス団 河南22
224 （福）東寿会 河南23
225 （福）玉美福祉会 河南24
226 （福）聖徳会 河南25
227 （福）虹のかけはし 河南26
228 （福）高安福祉会 河南27
229 （福）八尾隣保館 河南28
230 （福）恵生会 河南29
231 （福）好老会 河南30
232 （福）阪南福祉事業会 泉州01
233 （福）犬鳴山 泉州02
234 （株）いのちの木 泉州03
235 （福）覚寿園 泉州04
236 （福）清光会 泉州05
237 （福）豊中福祉会 泉州06
238 （福）光生会 泉州07
239 （福）弥栄福祉会 泉州08
240 （福）寺田萬寿会 泉州09
241 （福）大阪聴覚障害者福祉会 複合01
242 ヒューマンライフケア（株） 複合02
243 松下金属工業（株） 複合03
244 （福）大阪府障害者福祉事業団 複合04
245 （福）大阪福祉事業財団 複合05
246 パナソニック エイジフリー（株） 複合06
247 （福）大阪府社会福祉事業団 複合07
248 （福）四天王寺福祉事業団 複合08
249 （福）みなと寮 複合09
250 SOMPOケア（株） 複合10
251 （福）福祥福祉会 複合11
252 ユアスマイル（株） 複合12
253 （医）康生会 複合13
254 アースサポート（株） 複合14
255 （株）日健マネジメント 複合15


