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有限会社茨木介護家事サービス 大阪府茨木市総持寺２－３－５ 0726-24-6979

長野家事介護サービス 大阪府河内長野市本多町２－９ 0721-52-2326

前田職業紹介所 大阪府岸和田市別所町１－２０－２７ 0724-22-1285

アクティ家政婦紹介所 大阪府高槻市北園町３－４トナミロイヤルハイツ101Ａ 072-683-6651

株式会社三和コーポレーション 大阪府堺市向陵中町４丁目７番１５号１０３号 072-255-8789

堺介護センター看護婦家政婦紹介所 大阪府堺市堺区熊野町東３－２－２７伊藤ビル２０２ 072-229-0322

有限会社ケアネット大阪ヘルパーセンター 大阪府堺市堺区少林寺町東１－２－９ 072-232-3070

有限会社厚生調理士紹介所 大阪府堺市堺区竜神橋町２－２１－１　ステュディオ堺フェニックス２２５ 0722-33-7595

近畿中央ビジネス株式会社 大阪府堺市戎島町４－４５－１ポルタス・センタービル１２Ｆ 072-238-2525 http://www.kcb-web.co.jp/

有限会社ミット配ぜん人紹介所 大阪府堺市西区鳳北町９－５２０－１－１３０５ 072-266-6658

株式会社グローブイン 大阪府堺市中区深井沢町３３３９ 072-242-1800

株式会社泉北介護センター 大阪府堺市南区別所１００６ 072-291-9639

有限会社西野 大阪府堺市北区中百舌鳥町４－８２４エストビル２階 072-258-3773

有限会社寿看護婦家政婦紹介所 大阪府堺市北三国ヶ丘町４－３－１３ 072-232-0077

株式会社ベル 大阪府寝屋川市東大利町６－１１  ２、３Ｆ 072-826-7001

株式会社メディテイク 大阪府寝屋川市木田元宮1-18-5 072-825-7300 http://www.medi-take.jp

有限会社大阪相愛ケアサービスセンター 大阪府寝屋川市木田町９－３４ 072-822-5394

吹田看護婦家政婦紹介所 大阪府吹田市元町１３－５ 06-6381-0251

株式会社スタジアムプロモーション 大阪府吹田市豊津町３０－２９Ｍ＆Ｈビル３Ｆ 06-6330-1125 http://www.e-stadium.co.jp/

フルエプロダクション芸能家紹介所 大阪府泉佐野市羽倉崎１－１－５ 072-466-4708

株式会社共和家政婦紹介所 大阪府泉佐野市羽倉崎上町３－２－３０ 0724-65-7245

有限会社ケア・ステーション  りんくう 大阪府泉佐野市鶴原１８０８ 0724-62-0717 http://care-net.biz/27/care-rinku/

愛の手家事介護ステーション(有) 大阪府泉大津市二田町１－１１－１５ 0725-22-7529

大阪狭山家政婦紹介所 大阪府大阪狭山市東茱萸木１－１７５７－２４２ 072-366-5457

株式会社大阪ワークステーション　紹介事業部 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－５０－７岡本ビル３階 06-6627-1712

株式会社辻料理教育研究所 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-9-11 06-6629-6021

有限会社貴志 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１－１－１道野ビル２Ｆ 06-6606-6288 ○

有限会社エ・ビ・シー 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１－１８－２０あすかビル３０３号 06-6607-0563

株式会社Todashou 大阪府大阪市旭区大宮2-11-13 06-6955-0085
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あかしや理容師美容師紹介所 大阪府大阪市港区三先1-2-16 06-6252-2488

有限会社森田サービス 大阪府大阪市住吉区大領４－７－２１ 06-6691-2055 ○

有限会社ヨシダケアサービス　吉田看護婦家政婦紹介所 大阪府大阪市住吉区長居４－１０－２７ 06-6607-8009

三和看護師家政婦紹介所 大阪府大阪市住之江区浜口西１－２－８住吉グリーンハイツ１０１号 06-6671-4329

株式会社インターナショナル　プール　オブ　タレント 大阪府大阪市城東区新喜多１－２－１７－４０１ 06-6936-4308

木村看護婦家政婦紹介所 大阪府大阪市生野区中川４－１１－１２ 06-6751-2502

株式会社ワークステーション 大阪府大阪市西区阿波座1-4-4野村不動産四ツ橋ビル 06-4391-8806 http://www.workstation.co.jp/

株式会社カムテイ　人材紹介事業部 大阪府大阪市西区京町堀１－４－１６センチュリービル 06-6459-1886

コアキャリア株式会社 大阪府大阪市西区西本町１－１２－１９ 06-6599-8641

株式会社エスプランド 大阪府大阪市西区西本町１－１２－１９清友ビル２０６ 06-6535-7561 http://www.esperand.co.jp 

糸山看護婦家政婦紹介所 大阪府大阪市西区南堀江４－２０－１１糸山ビル１Ｆ 06-6531-7157

株式会社大阪マネキン紹介所 大阪府大阪市西区北堀江1-2-19アステリオ北堀江6階 06-6532-5875

有限会社恵美マネキン紹介所 大阪府大阪市西区靱本町２－３－８西尾ビル３階 06-4803-7345

パナソニックエクセルスタッフ株式会社 大阪府大阪市中央区城見2-1-61ＴＷＩＮ２１ＭＩＤタワー２Ｆ 06-6945-9011 http://panasonic.co.jp/excelstaff/

テルウェル西日本株式会社総合人材サービス営業部 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１－７－１２ 06-6944-8840 http://www.telwel-west.co.jp/

明石調理士紹介所 大阪府大阪市中央区西心斎橋１－１０－１９都ビル３Ｆ 06-6245-0650

アクセス人材紹介株式会社 大阪府大阪市中央区谷町１－７－４ＭＰ天満橋ビル６階 06-6261-6597

ルミエール・ケア看護婦家政婦紹介所 大阪府大阪市中央区谷町３－１－１１大晋ビル３０１ 06-6949-3729

有限会社第一ファッションマネキン紹介所 大阪府大阪市中央区淡路町２－５－８船場ビル３０８ 06-6231-8321

株式会社テクノ経営総合研究所 大阪府大阪市中央区内平野町２－３－１４ライオンズビル大手町 06-6910-0862

株式会社創企画 大阪府大阪市中央区南船場１－１０－１２ラインビルド南船場３０１ 06-6262-9550

有限会社ライズワーク 大阪府大阪市中央区南船場３－１２－２１心斎橋ブラザビル新館９階 06-6241-0888

株式会社オマージュ 大阪府大阪市中央区難波２－１－２太陽生命難波ビル3階 06-6214-6886

日本アドカスタム株式会社 大阪府大阪市中央区難波4-7-14難波阪神ビル10階 06-6630-8236

戎屋理容師美容師紹介所 大阪府大阪市中央区難波千日前１４－２５阪南ビル２Ｆ 06-6649-1006

なんば理容美容紹介所 大阪府大阪市中央区難波千日前１５－１７南海不動産なんばビル２階 06-6643-3480

大阪調理士紹介所（養成会） 大阪府大阪市中央区難波千日前３－４ 06-6643-0321

前田調理士紹介所 大阪府大阪市中央区日本橋１－２１－１４鈴木ビル３Ｆ－Ａ 06-6645-0975

株式会社ハイブリッジ 大阪府大阪市中央区博労町３－６－１４ＴＡＧ北心斎橋ビル 06-6251-5861
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りそなビジネスサービス株式会社 大阪府大阪市中央区備後町2‐1‐8備後町野村ビル4階 06-6203-0549 ○ http://www.resona-bs.com/

オッフルサービス 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４－２－２久宝ビル２０３ 06-6121-8881

ヒューマンステージ株式会社　紹介事業部 大阪府大阪市中央区本町３－２－６本町ドリームビル１階 06-6282-1357

博愛家政婦紹介所 大阪府大阪市天王寺区大道２－５－１２－８０１ 06-7896-3602

株式会社都島ナース 大阪府大阪市都島区都島南通１－２０－９ 06-6921-0590

有限会社南大阪配ぜん人紹介所 大阪府大阪市東住吉区桑津２－６－３１サン河堀口ハイツ１０２ 06-6714-9280 http://www.373osaka.jp/

旭看護師家政婦（夫）紹介所 大阪府大阪市東住吉区東田辺１－１６－１６ 06-6626-1000

大和調理士紹介所 大阪府大阪市東淀川区淡路３－１４－１０ 06-6326-5255

光陽マネキン紹介所 大阪府大阪市福島区吉野４－１５－１５エステート野田２０３ 06-6463-6880

山本看護師家政婦（夫）紹介所 大阪府大阪市福島区福島１－６－２８ 06-6451-5487

株式会社ユニオンサービスクリエイト 大阪府大阪市福島区福島６－４－１０ウエストビル５Ｆ 06-6451-1903 http://www.union-sc.co.jp/

大和家政婦紹介所 大阪府大阪市平野区平野本町３－１２－８ 06-6791-2548

クラレテクノ株式会社 大阪府大阪市北区角田町８－１ 06-7635-1410 http://www..kuraray-techno.com

オーサカ理容師美容師紹介所 大阪府大阪市北区芝田２－４－２牛丸ビル４Ｆ 06-6376-0229 http://www.cutpro-shokai.com/

株式会社マーケ 大阪府大阪市北区芝田２－８－１１共栄ビル５Ｆ 06-6359-0907 ○ http://www.marke.co.jp

株式会社新日本　人事部　 大阪府大阪市北区西天満３－１４－１１ 06-6311-1271

協愛株式会社 大阪府大阪市北区西天満３－８－２０ 06-6362-8471

ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 大阪府大阪市北区太融寺町３－２４日本生命梅田第２ビル 06-6362-0238

関西理容師美容師紹介所 大阪府大阪市北区中崎西２－２－１東梅田八千代ビル３Ｆ－Ｄ 06-6312-2423

株式会社太陽 大阪府大阪市北区中崎西２－４－４３山本ビル梅田７階 06-6292-7111 ○ http://www.taiyo-osaka.co.jp/

冨士田看護婦家政婦紹介所 大阪府大阪市北区天神橋１－１８－２５ 06-6352-0567

株式会社オフィスキイワード芸能家紹介所 大阪府大阪市北区天神橋２－４－２ 06-6357-9852

株式会社タカミコーポレーション 大阪府大阪市北区天神橋３－７－１８ 06-6355-5512

ステブラン株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-2南森町千代田ビル９Ｆ 06-6311-2377 http://drs-avenue.net/

モラブ阪神工業株式会社　大阪事業所 大阪府大阪市北区梅田１－１１－４－５００号大阪駅前第４ビル５階　１８号 06-6341-8237

株式会社アクト関西　大阪店　人材紹介事業部　 大阪府大阪市北区梅田１－１１－４大阪駅前第４ビル１２Ｆ 06-6341-2211

株式会社ピー・エムコーポレーション 大阪府大阪市北区梅田1－1－3大阪駅前第3ビル30F 06-6147-3318

株式会社エンカレッジ 大阪府大阪市北区梅田１－１－３大阪駅前第３ビル３階 06-6442-3388 http://www.enc-jp.com

株式会社プレステージ 大阪府大阪市北区梅田１－２－２－２００大阪駅前第２ビル２Ｆ 06-6347-7751
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株式会社双和マネキン紹介所 大阪府大阪市北区豊崎３－２０－９三栄ビル６階　６０７号 06-6371-3638

株式会社ＭＣ企画芸能家紹介所 大阪府大阪市北区豊崎５－３－２３ジュリアビル１Ｆ 06-6376-0987

テンマ調理士紹介所 大阪府大阪市北区浪花町１３－３８千代田ビル北館 06-6371-3166

株式会社タカギマネキン紹介所 大阪府大阪市北区浪花町１３－３８千代田ビル北館４Ｆ 06-6376-4118 ○

株式会社ウィングス 大阪府大阪市淀川区宮原5-1-3新大阪生島ビル10階 06-6398-1407 http://www.wings-sky.jp/

株式会社大原ライセンスサポート 大阪府大阪市淀川区西中島３－６－９大原法律公務員専門学校大阪校２階 06-6306-2607

株式会社ファインスタッフ 大阪府大阪市淀川区西中島５－１１－１０第３中島ビル８階 06-6304-6221

有限会社大淀サービスクリエーター 大阪府大阪市淀川区塚本３－１０－３ 06-6309-0451

近調調理士紹介所 大阪府大阪市浪速区恵美須西２－１１－２ 06-6641-9064

有限会社ナニワプロモーション芸能家紹介所 大阪府大阪市浪速区元町１－１１－１０－８０３ 06-6647-2861

株式会社京定調理士紹介所 大阪府大阪市浪速区難波中１－１３－１３ 06-6641-2656

小西調理士紹介所 大阪府大阪市浪速区難波中２－８－８０ 06-6632-0388

関西寿司調理士紹介所 大阪府大阪市浪速区難波中３－７－２ 06-6641-1552

株式会社クボタスタッフ　 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７(株)クボタ第二ビル３Ｆ 06-6648-3871

有限会社池田看護師家政婦紹介所 大阪府池田市栄町１０－９ 0727-51-3001

有限会社新晃　 大阪府東大阪市近江堂１－８－１カサベルデ２０２ 06-6728-2910

有限会社朝日介護サービス 大阪府東大阪市足代２－３－６橋本ビル５Ｆ 06-6736-1701

布施看護婦家政婦紹介所 大阪府東大阪市太平寺１－６－４ 06-6721-0568

藤井寺介護センター 大阪府藤井寺市小山４－１６－４４ 0729-30-5660

有限会社愛生会ケアサービス 大阪府八尾市山本町北４－３－４ 072-999-3359

益美家政婦紹介所 大阪府八尾市東山本新町６－３－２０ 072-997-8184

株式会社クリエイトプランニング 大阪府豊中市寺内２－１３－１緑地ステーションビル６０２号 06-6868-3728

株式会社関西割烹調理士紹介所 大阪府豊中市上野東３－１８－１河原ビル２階 06-4865-9260

有限会社湯野企画 大阪府豊中市刀根山６－１０－４３ 06-6841-2952

服部看護婦家政婦紹介所 大阪府豊中市服部南町２－１０－２０ 06-6862-1052

豊中看護婦家政婦紹介所 大阪府豊中市末広町２－２－２ 06-6852-5510

株式会社ケアライフ 大阪府枚方市三矢町２－１０ 072-844-3633

株式会社トーコー 大阪府枚方市上島町12‐20 072-866-5511 http://www.tkg.co.jp/

非営利株式会社ＰＴＡ 大阪府枚方市楠葉朝日1-5-2 072-864-1123 http://pta-inc.com
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株式会社イープラネット 大阪府枚方市楠葉並木2-22-1樟葉ビル306 072-851-3600 http://www.earth-planet.co.jp/

有限会社キダマネキン紹介所 大阪府箕面市箕面２－１－５ 072-724-0701

株式会社タイヨウ企画 大阪府茨木市新庄町1-2 072-645-2777

株式会社ホービス配ぜん人看護婦家政婦紹介所 大阪府門真市柳田町１３－２６ 06-6903-1533

有限会社和泉ファミリーケア 大阪府和泉市伯太町２－３１－１２ 0725-41-2904


