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【冊子の問い合わせ】社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会 電話：（06）6339-1254 FAX：06-6170-5800 

【事業の問い合わせ】吹田市福祉部 高齢福祉室支援グループ 電話：（06）6384-1375 FAX：06-6368-7348 

1.生活サポート（P1～P2） 
団体等による生活支援、介護保険事業者による家事 

援助・身体介護などの情報 

3.配食サービス（P5～6） 
民間配食サービスの情報 

2.理美容（P3～4） 
在宅理容サービス、車いす受け入れサロンなどの情報 

4.配達サービス（P7～P11） 
スーパー等での買物時の配達サービスの情報 

5.移動支援（P12～P13）外出支援リーフレット 
阪急バス、民間福祉事業者が運営するバス、市内の病院 

送迎バス、福祉車両タクシー、一般タクシーの情報 



名称 電話番号 住所 サービス提供内容 料金 対象者 備考

1

公益社団法人
吹田市シルバー
人材センター

06-6369-3300 千里山松が丘26-23

生活援助サービスとして
室内整理、掃除、洗濯、買物、食事づくり、産後
の家事援助、庭掃除、引越しに伴う整理・掃
除、大型ゴミ出し、家具移動、買物・通院等付き
添いなど

依頼内容に応じて利用料
金が異なります。
　（1時間 1,000円から）

市内在住の方

シルバー人材センターで
は、高齢者が生きがいを
持って就業しています。「こ
のようなことはできるのか
なあ」と思う困りごとがあり
ましたら、ご連絡ください。

2

特定非営利法人
ニッポン・アクティブ
ライフ・クラブ
ＮＡＬＣ（ナルク）
吹田友遊悠

06-6872-7557
津雲台1-2-1
千里ニュータウンプ
ラザ6Ｆ

・高齢者介助（外出・通院の送迎、話し相手、福
祉施設での手伝いなど）
・家事援助（掃除、洗濯、食事の支援・後片付
け、留守番など）
・子育て支援（幼児や園児の送迎、遊び相手）

年会費3,000円
利用料　時間預託制度　預
託点がない時
1時間500円（寄付金）と交
通費

どなたでも

活動会員募集中。
手助けが必要と思われた
ら、まずはお電話してみて
下さい。
電話番号／住所は市民公
益活動センター（ラコルタ）
を記載

5 なんでもやろう会 06-6383-6160 昭和町31-8
高齢者の簡単な手助け（蛍光灯の取替、庭掃
除など）

1時間800円
吹三地区の高
齢者対象

6
ダスキンライフケア
吹田ステーション 0120-33-2747

江坂町1-14-33
ＴＣＳビル1Ｆ

掃除、片付け、簡単な家事、おむつ交換、通院
付き添いなど

基本料金4,400円/1時間
【適応条件】月8時間以上ご
利用いただく場合
1回訪問につき別途サービ
ス移動費550円
1回2時間より必要な時間を
設定できます。

原則として65歳
以上の方

月8時間以内のご利用も可
能です。料金等は問い合わ
せ下さい。

7
特定非営利活動法
人タケミ 06-6368-6539 千里山竹園2-3-3

お買い物、お掃除・片付け、病院への付き添
い、旅の同行、介護保険の申請、各種届け出
のお手伝いなど

1時間800～900円
阪急南千里駅
周辺で活動

1.生活サポート（介護保険事業者以外）
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名称 電話番号 住所 サービス提供内容 当該事業所利用者以外の対応

1 サニーヒル介護センター 06-6170-2605 五月が丘北14-7-102
□身体介護（費用 ： 1,100円/30分）
　
□生活援助（費用 ： 1,100円/30分）

対応不可

2 ヘルプサービスセイハロー 06-6385-4110 江坂町1-23-17-301
□身体介護/生活援助/身体介護＋生活援助
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2,500円/1時間）

対応可

3
シャロン千里ヘルパース
テーション 06-6872-0505 古江台3-9-3

□身体介護（費用 ： 2,500円/30分）
　
□生活援助（費用 ： 1,500円/30分）

対応可

4 ケア２１吹田 06-6192-8220 南金田2-4-16

□身体介護（費用 ： 750円/15分）
　
□生活援助（費用 ： 1,300円/30分）

□身体介護＋生活援助（費用 ： 2,800円/1時間）

対応可

1.生活サポート（介護保険事業者）
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令和3年6月21日現在

店名 住所 電話

1 ネズ美容室  南高浜町１－１４ 6383-5731

2 ヘアーブランドＩＮＦＩＮＴ（インフィニット）  朝日町１－２１２　吹田サンクス1番館2階 6381-8962

3 マキ美容室  江坂町３－１９－２０ 6385-0056

4 ユウコシステム吹田東店  片山町４－３４－２０ 6338-3863

5 ビューティサロン　ニューヒカリ  原町４－４－６ 6389-0855

6 コティ美容室  岸部南２－３－２ 6383-8585

7 ヴォルエントラーレ  千里山東１－１７－４０ 6337-0152

8 ルーブル美容室本店  桃山台２―５―１７ 6871-3385

9 訪問美容　髪や
 大阪市福島区福島１－１－１２
　　リバーレジデンス堂島４０１

0120-294-383

10 リンデンＢ・Ｉ　北摂　 茨木市西中条町7-24 0120-99-3828

11
訪問美容サービス　T-salon(ティー
サロン)

枚方市(訪問理美容専門の事業所です) 070-1849-0333

2.理美容リスト
吹田市高齢者訪問理美容サービス提供店一覧表

【美容院】
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【理髪店】 令和3年6月21日現在

店名 住所 電話

1 ファッションサロン　JOY 高浜町９－５ 6381-1800

2 ヘアーサロン　ワタナベ 朝日町１９－１２ 6382-0303

3 理容スギタ 片山町１－２５－７ 6387-5604

4 ヘアーサロン　オサコ 江坂町１－４－１９ 6385-5885

5 ヘアーサロン　ウツノミヤ 岸部中３－１－１６ 6389-2320

6 ヘアーサロン　うえむら 岸部南１－１７－２２ 6382-2584

7 ブレス　ヘアー 岸部南２－３０－８ 6382-7933

8 カットショップ　イグチ 岸部南２－３１－１１ 6381-9145

9 ヘアーサロン　ミキ 千里山西４－７－２ 6385-8928

10 ヘアーサロン　アクネ 千里山西５－２－５ 6384-0462

11 ヘアーサロン　ターナ 千里山高塚２－４ 6388-7420

12 よろずや銀之助本舗 山田東２－４６－２０ 0120-462-899

13 カットハウス　ブローアウト 山田南３０－２０－１０２ 6878-3866

14 grow cube 五月が丘南８－１７　メゾン・ド・サンジェルマン 6821-0610

15 カットハウス　リード 五月が丘南２８－２４ 6369-0075

16 理容　中台 佐竹台２－５－１３－２Ｆ 6871-0885

17 ヘアーサロン　すずき 桃山台２－５－１６ 6871-3388

18 ヘアーサロン　ヴォーグ津雲台 津雲台１－２　Ｄ９－１０５ 6833-8022

19 ヘアーサロン　まつい 古江台２－１０－３ 6872-3647

20 ぷちさろん　いとう 青山台２－１－２ 6872-1414

21 理容　ふじしろ 藤白台２－９　Ｂ－１０９ 6872-1201

22 さんぱつや 樫切山３－５－１０５ 6877-3082

23 訪問理容　髪や
大阪市福島区福島１－１－１２
リバーレジデンス堂島４０１

0120-294-383

24
（株）SAKULA
訪問理美容SAKULAサクラ

大阪市港区磯路３－８－２４－２F 6586-6527

25 リンデンＢ・Ｉ　北摂 茨木市西中条町7-24 0120-99-3828

26 株式会社tete 吹田市樫切山3-5 6877-3082

27 ナイスカット　千里丘店 摂津市千里丘1-12-30 090-7499-6102
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  ３.　配食サービス（民間）
民間配食サービス事業所一覧表 R3.10　吹田市福祉部高齢福祉室　作成

事業所 電話番号　 住所 料金 配達エリア 備考 付加サービス

1

大阪よどがわ

市民生協

夕食サポート

グループ

0120-580-451 茨木市横江2-6-23

※5日分セットの配達

普通食2,916円～(ごはん付き）

4品2,808円～（おかずのみ）

吹田市内全域

月～金の夕食

※生協への加入が

必須

前日配達した弁当が手つかずであった場合は、市へ連絡するか、

緊急連絡先に連絡をするという安否確認サービスあり。

2

株式会社

ジョイント

けんたくん

0120-250-307 松原市天美我堂3-65

普通食500円＋税～(おかずのみ)

※上記おかずに110円＋税でごはん付

き

吹田市内全域 朝・昼・夕食 管理栄養士による、栄養についての無料相談あり。

3

コープこうべ

夕食サポート

「まいくる」

0120-44-3100 尼崎市菜切山町27

※5日分(月～金)セットの配達

普通食2,915円～(ごはん付き)

3,175円～(おかずのみ)

吹田市内全域

月～金

※生協への加入が

必要

4

シップヘルス

ケアフード

株式会社

0120-680-878 吹田市春日4-13-15

減塩食875円

（国立循環器病研究センターと共同

開発）

吹田市内全域 月～金の昼食

5
すこやか

キッチン
06-4865-5501

豊中市東豊中町

6-20-18

おまかせ健康食645円+税～(ごはん付

き)

595円+税～(おかずのみ)

吹田市内

(一部地域を除

く)

月～日の朝・昼・

夕食

おかゆ、きざみ、

一口大等対応可能

有料で買い物代行サービス有り。(代行料金は、購入価格の10％)

本人の体調不良時には、緊急連絡先に連絡するという安否確認サービスあり。

6
千里一番

だごや
06-6369-7567

吹田市古江台4-2-21

千里一番ビル1階

普通食580円＋税＋配達料200円

（ごはん付き）

（3個以上の注文で、配達料無料）

吹田市北部
月～日の昼・夕食

きざみ対応可能
安否確認サービスあり。

7
宅配クック123

豊中店
06-6840-2626 豊中市東泉丘2-5-1

普通食540円～(おかずのみ)

594円～(ごはん付き)

吹田市内

(南正雀等　一

部地域を除く)

月～日の朝・昼・

夕食

きざみ、おかゆ、

アレルギー対応可

安否確認サービスあり。本人の体調不良時には、緊急連絡先に連絡。

(デイサービス等の介護保険サービスや通院等の情報を把握)

8

ニコニコ

キッチン

東淀川・吹田

06-6320-5566 東淀川区豊里1-9-22

ヘルシー食、ボリュームアップ食、

やわらか食、ムース食等

691円(おかずのみ)

756円(ごはん付き)

吹田市の中南

部

エリア中心

月～日の昼・夕食

きざみ、おかゆ対

応可

安否確認のため、配達は原則手渡し。

不在時は、不在届をポストに投函し、連絡をもらってから再配達。

(継続利用者限定)弁当配達時に、日用品の買い物代行や

服薬の声掛け等の要望対応可。

9
日清医療食品

株式会社
0120-8149-39

東京都千代田区丸の

内2-7-3

東京ビルディング20

階

※7日分セットの配食

普通食3,920円～（おかずのみ）

（国立循環器病研究センターと共同

開発）

吹田市内全域 月～日の昼・夕食 管理栄養士による、栄養についての無料相談あり。

5

令和3年10月現在、高齢福祉室が把握している情報を掲載しています。掲載内容に変更が生じている場合がありますので、各事業所に事前にご確認の上、ご利用ください。

各事業所様におかれましては、変更等がある場合は吹田市福祉部高齢福祉室支援グループ（06-6384-1360）までご連絡ください。また、一覧表に掲載のある事業所以外で、新たに掲載をご希望の事業所様があればご連絡ください。



  ３.　配食サービス（民間）
民間配食サービス事業所一覧表 R3.10　吹田市福祉部高齢福祉室　作成

事業所 電話番号　 住所 料金 配達エリア 備考 付加サービス

10
はあと＆はあと

ライフサポート

0120-876-810

072-645-8101
茨木市若草町5-31

栄養コントロール食900円＋税

おかずのみ870円＋税
吹田市内全域

月～日の昼・夕食

きざみ、おかゆ対

応可

新規利用者は管理栄養士が一度自宅訪問して面談し、栄養や食事に関して相談をする。現利用者

とも定期的に面談し、栄養に関する相談に乗る。配達時には、配達員が体調変化のチェックや安

否確認を行う。本人の状態に変化があった場合や本人が不在であった時には、家族や関係者等の

緊急連絡先に連絡。

11 配食のふれ愛 06-6388-8397
吹田市藤が丘町

11-11

普通食450円+税～(おかずのみ)

500円+税～(ごはんつき)

（小サイズ弁当380円+税(ごはん付

き)）

吹田市内全域 月～日の昼・夕食

配達時に、自宅に張り付けたバーコードを配達員がスマートフォンで読み込むことで、登録され

ている家族や支援者のメールアドレスにメールが自動配信されるという安否確認サービスを実

施。弁当の配達がない日でも、1回250円+税で安否確認サービス実施。自宅に薬カレンダーがあ

る人は、カレンダーから薬を取ってきて弁当と一緒に渡すという服薬支援あり。弁当注文時に依

頼があれば、提携しているパン屋のパンも配達している。

12
ひまわり

配食サービス
050-3700-8149

吹田市中の島町4-40

大宝堂ビル1階

普通食490円～(おかずのみ)

540円～(ごはんつき)

(小サイズ弁当490円(ごはん付き))

吹田市内全域

月～土の昼・夕食

おかゆ、きざみ、

一口大、アレル

ギー等対応可能

安否確認を無料で実施(配達の際体調不良があれば、緊急連絡先へ連絡する)

要望に応じて食事量の調整可能。

配達時に5分間でできる生活支援サービスを実施。

指定場所への置き配可能。

13
まごころ弁当

吹田本店
06-6170-7150 原町3-3-7-101

普通食450円＋税～(おかずのみ)

500円＋税～(ごはんつき)

（小普食380＋税(ごはんつき)）

吹田市中心部

月～日の昼・夕食

きざみ、おかゆ対

応可

手渡しを原則として配達。不在の場合は、緊急連絡先に連絡する。

配達時に３分間でできる生活支援サービスを実施。

14 ミールタイム 0120-054-014
東京都北区赤羽2-51-

3　NS3ビル

※7日分セットの配食

普通食4,186円～（おかずのみ）
吹田市内全域 月～日の昼・夕食 管理栄養士による、栄養についての無料相談あり。

15
メディカル

フードサービス
0120-732-500

神奈川県横浜市港帰

宅新横浜3丁目6番5号

新横浜第一生命ビル

ディング

バリュー食(ごはん付き)4.100円＋税

～で6日分
吹田市内全域 月～日の昼・夕食

食事の形態はそのままを保持した状態でのやわらか食の提供可能。

管理栄養士による、栄養についての無料相談あり。

16
ライフデリ

吹田店
06-6170-5565 吹田市山田東1-9-1

普通食570円～(ごはん付き)

520円～(おかずのみ)
吹田市内全域

月～日の朝・昼・

夕食

おかゆ、きざみ、

アレルギー対応可

安否確認を無料で実施(配達の際体調不良があれば、緊急連絡先へ連絡する)

朝食あり。(前日の食事と一緒に配達)朝食についても特別食対応可。

自動音声による電話に回答することで、家族への安否を知らせることができるコールサービス(弁

当利用者は無料)あり。

17 ワタミの宅食 0120-321-510 豊中市今在家15-22
※5日分(月～金)セットの配達

普通食2,300円～(おかずのみ)
吹田市内全域

月～日

※土日祝の配達は

要相談

手渡しを原則としており、見守りサービスあり。（配達の際体調不良があれば、緊急連絡先へ連

絡する）

手渡しが不可の人については、鍵付きボックスの無料貸し出し有り。

6

令和3年10月現在、高齢福祉室が把握している情報を掲載しています。掲載内容に変更が生じている場合がありますので、各事業所に事前にご確認の上、ご利用ください。

各事業所様におかれましては、変更等がある場合は吹田市福祉部高齢福祉室支援グループ（06-6384-1360）までご連絡ください。また、一覧表に掲載のある事業所以外で、新たに掲載をご希望の事業所様があればご連絡ください。



名称 電話番号 住所 料金（配達条件） 配達エリア 備考

J
R
以
南

1 イオン吹田店 06-6319-1147 朝日町2-101
Ｇ.ＧＷＡＯＮカード、ゆうゆうWAONカードなどの会員で、4,000円
以上1箱で無料、2箱目から110円。障害者手帳の提示があれば
無料。

JR以南地域、東淀川区地域
（店舗に確認）

3 サンゼリア千里 06-6380-6405 片山町3-32-3

1,500円以上の購入で、無料。
受付時間9：00～15：00
配達時間13：00～16：30
日曜日以外は毎日配達

基本的に当店を中心に半径1
㎞範囲（片山町1～4丁目、原
町1～4丁目、朝日が丘町、藤
が丘町、出口町、西の庄町、
天道町、岸部中1～2丁目、山
手町）

4 向山商店 06-6388-2488 岸部北2-5-10
1,000円以上購入で無料。電話のみでも可。
配達は14時以降に店の都合で配達。

お店近辺（店舗に確認）

5 ライフ岸部店 06-6330-0101 原町4-21-58
5個口まで5,000円以上110円、5,000円以下330円
6個口以上は値段関係なく550円

店舗より半径約1Km範囲
（店舗に確認）

ネットスーパーも実
施（詳細は要問合
せ）

6
フレンドマート健都
店 06-6310-7290 岸部新町5-45 生鮮食品以外は店舗から宅急便利用。 店舗に確認

4.配達サービス
※地域包括支援センターが把握している情報を基に掲載しています。

片
山
・
岸
部

7



名称 電話番号 住所 料金（配達条件） 配達エリア 備考

7
フレンドマート岸辺
店 06-6318-2400 岸部南1-13-1 生鮮食品以外は店舗から宅急便利用。 店舗に確認

8
阪急オアシス
吹田片山店 06-6310-8961 片山町2-4-1

クラブF会員のみ配達を実施。
購入金額3,000円～5,000円未満：配達料金200円
購入金額5,000円以上：配達料金100円
※購入金額3,000円未満は配達なし

朝日が丘町、泉町5、内本町1～3、片
山町1～4、岸部北1～5、岸部中1～
5、上山手町、昭和町、吹東町、末広
町、千里山東1～3、高浜町、高城町、
出口町、天道町、西の庄町、原町1～
4、藤が丘町、日の出町、元町、南高
浜町、目俵町、山手町、垂水町

要冷蔵品、冷凍品は
配達不可。

9 ライフ豊津店 06-6380-1691 出口町26-29

1回の配達が5個口までの場合
購入金額5,000円未満：配達料金330円
購入金額5,000円以上：配達料金110円
受付時間　開店～17：00
配達受付後3時間以内に配達

朝日丘町、泉町1～5、片山町2・
3、金田町、垂水町1～3、出口
町、西の庄町、円山町、山手町1
～4

ご自身で袋分けして
サービスカウンター
へ持参。配達不可商
品もあり。1回の配達
が5個口以上の場合
も店舗に要相談。

豊
津
・
江
坂
・
南
吹
田

10 ライフ吹田泉町店 06-6369-4101 泉町1-22-38

5個口まで330円（税込）

5個口（配送用コンテナ5個分）まで
5,000円未満の買い物は330円(税込)
5,000円以上の買い物は110円(税込)
飲料水の箱は1個口に含まれる。

店舗より半径約1Km範囲

店舗から1時間程度の範囲
で、依頼時に対応出来るか店
舗に確認。

冷凍食品、生花は配
達不可。

千
里
山
・
佐
井
寺

11
阪急オアシス
千里山竹園店 06-6378-1111 千里山竹園1-1-1

クラブF会員のみ配達を実施。
購入金額3,000円～5,000円未満：配達料金200円
購入金額5,000円以上：配達料金100円
※購入金額3,000円未満は配達なし

千里山西、千里山東、千里山
霧が丘、千里山高塚、千里山
竹園、千里山月見ヶ丘、千里
山虹ヶ丘、千里山星が丘、千
里山松が丘、春日、垂水町1、
江坂町3～5、円山町、桃山
台、山手町3丁目

要冷品は配達不可。

片
山
・
岸
部

8



名称 電話番号 住所 料金（配達条件） 配達エリア 備考

12
マックスバリュ
千里山店 06-6368-6333 千里山東2-26-12

荷物がいくつでも利用料金110円（1回）
受付は１0時～18時。受付完了後約3時間以内に配達。
※時間指定は不可。
（○時以後に配達の場合は指定時間から3時間以内に配達）
※最終便は18時。

岸部北、原町、泉町2丁目～5丁
目、金田町、垂水町、江坂町1丁
目・5丁目、出口町、山手町、藤が
丘町、片山町2～4丁目、朝日が
丘町、五月が丘、竹谷町、上山手
町、千里山全域、円山町、佐井
寺、佐井寺南が丘、千里山竹園、
春日

アイス、氷、花、無料
の水等配達不可。

13
阪急オアシス千里
山店 06-6192-7806 千里山霧が丘22-1

クラブF会員のみ配達を実施。
配達料3,000円以上購入で200円、5,000円以上購入で100円
12時受付締め切り→13時～17時
16時締め切り→16時～20時
16時以降受付→翌朝10時～12時
※時間指定は不可

朝日が丘町、春日4、上山手
町、片山町2～４、岸部北１、
佐井寺1～４、佐井寺南が丘、
五月が丘南、千里山全域、藤
が丘、　円山町、山手町1～
４、竹谷町、原町1～4

ビン、玉子、冷蔵、冷
凍、つぶれやすい果
物などは配達不可。

14
コープこうべ
コープ吹田 06-6337-3651 五月が丘西1-1

①　店内商品の配達
②　65歳以上、体の不自由な方が対象
③　費用は100円
④　③以外に冷蔵・冷凍品は保冷箱1個につき別途100円

吹田市全般
受付時間によって配
達時間・配達日が異
なる。

15
デイリーカナート
イズミヤ山田西店 06-6816-1238 山田西2-4-15

配達料：Sポイント会員3000円以上110円、未満330円。非会員
550円。※専用コンテナ1個あたりかつ20㎏以内

配達エリア内（店舗に確認）
常温商品のみ(冷
蔵、冷凍、卵等配達
不可)

16 いかり王子店 06-6876-3004 山田西3-57-5 月・水・金、即日配達、1回330円。5,000円以上で無料配達。 配達エリア内（店舗に確認）
花、冷凍等配達不
可。

千
里
山
・
佐
井
寺

山
田
・
千
里
丘

9



名称 電話番号 住所 料金（配達条件） 配達エリア 備考

17 KOHYO山田店 06-4863-5040 山田西4-1-2
3,000円以上で無料配達。
※コンテナ2個まで

配達エリア内（店舗に確認）
冷蔵、冷凍、割れ物
配達不可。

18 コープミニ山田 06-6875-6181 山田東4-17-12-101
組合員で65歳以上の方限定、配達料100円
※店頭での購入価格設定無し。
※組合員になるには出資金1,000円必要。

配達エリア内（店舗に確認）
生鮮品配達不可(野
菜・卵・パンなど温度
管理が必要なもの)

19
マックスバリュ
吹田千里丘店 06-6816-7111 千里丘北2-20

料金：配達１回110円（数量制限なし※上限はあり）
配達受付時間：10時～17時45分（受付時刻から3時間以内の配
達）
※時間指定は不可。購入商品はご自身でレジ袋等に入れる。

青葉丘北・南、新芦屋上・下、
清水、、樫切山、千里丘中・
西・下・北、長野西・東、尺谷、
山田東、山田市場、山田南、
西（1・2丁目のみ）、千里万博
公園、千里丘・東

氷、アイスクリーム、
お花（冷凍食品は
可）、無料の水、他
店舗で購入商品、軽
自動車に詰めない物
は配達不可。

20

フレッシュバザー
ルグランドセンター
千里丘店

06-6875-5000 長野東7-24
3,000円以上購入で無料配達。
3,000円未満の時は、配達料220円（税込）

長野東・西、山田市場、尺谷、
樫切山、千里丘北・上・中・下・
西、新芦屋上・下、清水、山田
南、山田東1～3丁目

千
里
N
T

21 サンキョー 06-6871-0781 津雲台1-1-30-101
2,000円以上購入で無料配達
※最終受付は17時

千里ニュータウン内
（店舗に確認）

山
田
・
千
里
丘

10



名称 電話番号 住所 料金（配達条件） 配達エリア 備考

22
ピーコックストア津
雲台店 06-6871-0501 津雲台4-1-21

｢自宅配達サービス｣で実施。
有料（金額は条件による）、配達品の条件あり。

店舗周辺地域（店舗に確認）

23 ライフ桃山台店 06-6871-1001 桃山台2-5-1

「らくらくお助け便」
１～5個口330円・6～10個口550円
5,000円以上で1回の配達が5個口までに限り110円
14時まで受付し15時～18時に配達

竹見台1～4、桃山台1～5

24
阪急オアシス
北千里店 06-6831-1147 古江台1-119-6

クラブF会員のみ配達を実施。
購入金額3,000円～5,000円未満：配達料金200円
購入金額5,000円以上：配達料金100円
※購入金額3,000円未満は配達なし

青山台、古江台、藤白台、津
雲台、上山田、山田北、山田
東、山田西

25 イオン北千里店 06-6835-5600 古江台4-2-50

即日便（午後3時まで）※購入金額2,000円以上で配達
①イオンカード、WAONカード会員：1個220円、②GG、ゆうゆう
カード会員：1個110円、③会員以外は1個330円
エリア便（午後3時以降）は翌日配達（会員・非会員とも1個330
円）
※1個とは指定ケースのこと（15㎏まで）、配達件数に上限あり
（超えた場合は翌日配達）、

吹田市　全域

購入レシート対象
（日用雑貨売場、食
品売場）。ビン、玉子
等の割れ物、要冷蔵
冷凍品、総菜類、ス
プレー、ガスボンベ
類配達不可。

26 藤白台プラザ 06-6872-1215 藤白台2-9-1 条件による設定あり。（2,000円以上無料）
藤白台、古江台地域周辺
（店舗に確認）

冷凍食品（アイスク
リームなど）、要冷蔵
食品、玉子など壊れ
やすい商品、お花
等、一部配達不可。

千
里
N
T
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 ５．移動支援（タクシー）
吹田市にて車いす等で乗車できる福祉車両タクシー会社及び一般タクシー会社　（五十音順） 令和3年4月現在

事業者名 住　所 車いす等福祉車両の有無 電話番号

アース介護タクシー 大阪府吹田市長野東16-7-308 〇 080-7008-4101

有限会社アイ・アート・ドットコム 吹田市千里山西5-46-14 〇 06-6310-8288

あいす介護タクシー 吹田市樫切山21-D-1215 〇 080-777-6160

アイツダ福祉タクシー 豊中市上新田3-1-7-504 〇 080-4244-2813

あい福祉タクシー 大阪市東淀川区豊里3-7-16 〇 090-9686-2386

あき介護タクシー 吹田市岸部北５-12-13-202 〇 0120-414-131

アクセルかいごタクシー 豊中市東豊中町6-21-36-101 〇 06-7175-4235

あさがおケアサービス株式会社 豊中市上野西3-15-24 〇 090-4034-2877

ＡＳＡＨＡ 大阪市東淀川区大道南2-23-21 〇 06-6326-8116

あだち福祉タクシー 豊中市小曽根4-2-5-402 〇 090-8388-8906

アトス福祉・介護タクシー 摂津市鳥飼下3-32-6 〇 072-658-7677

株式会社あっぷる 茨木市若園町36-3 〇 072-657-0111

一般社団法人　関西介護タクシーネットワーク 吹田市山田東3-27-18 〇 06-7493-3764

一般社団法人全大阪個人タクシー協会 大阪市天王寺区北河堀町5-13　全大阪個人タクシー協同組合ビル５F 〇
0120-76-8800
06-6772-6601

猪山タクシー株式会社 大阪市東淀川区菅原3-17-6 × 06-6328-2510

茨木高槻交通株式会社 茨木市中河原町4-1 × 0570-08-1919

イレブン交通株式会社 豊中市千里園1-5-6-101 × 0120-932-379

イング福祉タクシー（箕面市） 箕面市今宮3-14-8 〇 090-1711-0294

イング福祉タクシー（茨木市） 茨木市舟木町8-4-304 〇 072-646-6403

SSK交通株式会社 東大阪市三島1-5-20 〇 -

エスティエス株式会社 吹田市南吹田5-2-21 〇 06-6386-6335

大阪合同交通株式会社 大阪市東淀川区菅原4-10-4 × 06-6327-0551

介護タクシーアトム 吹田市天道町5-3スエヒロビル401 〇 090-7556-6390

介護タクシーココ 吹田市山田北15-1-407 〇 06-7894-0453

介護タクシー心愛 摂津市鳥飼下3-53-4 〇 080-6189-5599

介護タクシーさくらんぼ 吹田市新芦屋上27-E-711 〇
090-3160-9857
06-6877-1262

介護タクシー松柏 豊中市庄内東町4-10-5 〇 090-2388-4714

介護タクシーたにやす 豊中市春日町5-7-1-509 〇 090-3615-0795

介護タクシーちゃーりー 吹田市朝日が丘町45-5　Ａ-1Ａ 〇 06-6170-8245

介護タクシー８８ 豊中市春日町３-10-16-204 〇 090-3165-8884

介護タクシーフレンドほたる 豊中市蛍池西町1-3-28 〇 080-6161-1507

介護タクシー和らぎ 豊中市服部西町2-4-18 〇 06-6866-0625

介護タクシーリベロ 茨木市稲葉町9-19 〇 070-2323-3733

介護タクシーれお 吹田市芳野町5-71 〇 06-6386-9335

介護タクシーwakka 摂津市鳥飼本町4-9-21 〇 080-3858-1842

介護福祉タクシーさくら 茨木市南春日丘1-9-8 〇 072-625-7377

株式会社協親交通 大阪市東淀川区菅原2-13-22号野本ビル206 × 06-6328-0207

株式会社ケア・フリージア 豊中市上野東2-4-73 〇 0120-059-635

株式会社ケアフリー 吹田市昭和町23-10　リビングゾーン88　A-1 〇 06-6383-3455

株式会社ざこや 豊中市豊南町東3-5-19 〇 06-6332-5839

株式会社スマイルタクシー 吹田市南吹田5-6-3 × 06-6190-5525

雅夢 箕面市粟生間谷西1-6-5-105 〇 090-1581-8117

河野タクシー 吹田市五月が丘東2-Ｂ-318 × 090-8882-2404

日本交通 豊中市箕輪3-8-2 × 0570-072-525

ケアサービスいろは 豊中市永楽荘1-4-17 〇 090-8525-6474

ケアタクシーエンジョイライフ 吹田市上山手町22-10-301 〇 090-1071-4338
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吹田市にて車いす等で乗車できる福祉車両タクシー会社及び一般タクシー会社　（五十音順）

令和3年4月現在

事業者名 住　所 車いす等福祉車両の有無 電話番号

ケアタクシー想 吹田市岸部南2-39-2-1 〇 090-4274-2297

合同会社アルファー 豊中市末広町3-14-12-202 〇 090-8193-8092

合同会社輝ホールディングス 吹田市元町11-3　新旭町通商店街内 〇 06-6318-1881

さくら介護タクシー 吹田市山田西2-9-A3-306 〇 090-3845-9857

さわやか介護タクシー 大阪市東淀川区東中島2-19-7 〇 06-6324-3515

新大阪タクシー株式会社 大阪市東淀川区西淡路1-12-5 × 06-6323-1121

すいた介護タクシー 吹田市出口町32-23 〇 090-3670-7815

千里丘タクシー株式会社 摂津市千里丘東2-6-25 × 0570-00-8419

ダイヤ交通株式会社大阪 吹田市東御旅町10-76 × 06-6932-3271

知念介護タクシー 大阪市東淀川区井高野3-3-20 〇 06-6827-0483

阪急タクシー株式会社 豊中市服部南町3-5-12 × 06-6386-0855

ひかり交通株式会社 茨木市宿久庄3-23-5 × 072-641-2727

ぶーぶー福祉タクシー 吹田市西の庄町7-20-201 〇 080-9760-3800

福祉タクシーまどか 茨木市郡山2-14-9 〇 0120-392-945

福祉タクシーみそら 吹田市千里山西6-20-9 〇 090-6607-7712

三日月タクシー株式会社 大阪市東淀川区南江口3-2-26 × 06-6328-6948

有限会社関西ユアライフサポート 大阪市東淀川区大桐4-5-48 〇 06-6370-9703

有限会社グッドスマイル 大阪市東淀川区相川1-2-2-526 〇 06-6827-1177

有限会社サンエス 吹田市山田東3-27-18 〇 06-6877-7368

有限会社せんり 吹田市清和園町11-7 〇 06-6170-5944

有限会社ハートフル・ケア 吹田市山田東2-10-6 × 06-6876-8020

ライフケア・サポートサブ 吹田市新芦屋下1-32 〇 0120-87-8165

ＹＫ介護タクシー 摂津市一津屋2-15-13 〇 06-6827-2430

※電話番号については、希望のあったタクシー会社のみ一覧へ掲載しておりますのでご了承ください。
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～高齢者・障がい者の外出支援リーフレット～ 
通院など、外出に伴う負担や不便を軽減するための様々なサービスについてご案内します。       

 

 

 

阪急バス 

 

◆高齢者向け 阪急バス全線フリー定期券 グランドパス 65 
顔写真入り記名式の定期券です。阪急バス・阪神バスの一般路線全区間で利用可能です。 

（高速バス、深夜急行バスなど除外区間があります。） 

 

対 象：65 歳以上の方 

費 用： 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ：阪急バスの各営業所（吹田営業所 06-6384-5031／千里営業所 06-6871-0412）

ＵＲＬ：http://www.hankyubus.co.jp/rosen/ticket/gp65.html 

 

QR コード読み取り機能のある端末をお持ちの方は右記の QR コードを読み     

込み、アクセスしてください。  

                                     

 
 
 

◆障がい者割引 
  バス降車時に乗務員へ身体障害者手帳・療育手帳を示すことで、運賃が割引されます。 

 

 対 象：身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方 

 本 人 負 担：普通運賃の半額、定期運賃の７割 

 お問い合わせ：阪急バスの各営業所（吹田営業所 06-6384-5031／千里営業所 06-6871-0412） 

                  ＵＲＬ：https://www.hankyubus.co.jp/rosen/ticket/discount.html 

 

QR コード読み取り機能のある端末をお持ちの方は右記の QR コードを 

読み込み、アクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

定期券の種類 費用 
参考通勤定期券の場合 

（220 円区間） 

1 か月定期券 5,800 円 9,500 円 

3 か月定期券 11,600 円 27,080 円 

6 か月定期券 22,000 円 51,300 円 

1 年定期券 41,900 円 ― 
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◆吹田市民病院 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大阪府済生会吹田病院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

市内の病院の送迎バス（いずれも無料） 

運行ルート： ○江坂駅方面（病院‐垂水町３丁目‐江坂駅前‐阪急吹田駅前‐朝日が丘町‐病院） 
運 休 日： 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

バスの詳細： 市立吹田市民病院ホームページ「交通アクセス」をご確認ください。 
  

お問い合わせ： 市立吹田市民病院 電話 06-6387-3311 
ＵＲＬ：https://www.suitamhp.osaka.jp/ 

 

QR コード読み取り機能のある端末をお持ちの方は右記の QR コードを 

読み込み、アクセスしてください。 

 

運行ルート： ○ＪＲ吹田・阪急吹田方面 
(病院‐JR 吹田‐阪急吹田‐旭町乗場‐高浜神社乗場‐病院) 

○阪急豊津駅方面、上山手・佐井寺方面 
(病院‐消防署前（道の向かい側）‐阪急千里山駅‐岩橋クリニック（阪急豊津駅付近）‐ 

ライフ豊津店‐高寿園（中の玄関前）‐ファミリーマート吹田山手町四丁目店‐ 

関西スーパー裏（ミルフィーユ付近）‐朝日が丘町よこかわクリニック付近‐ 

グリーンプレイスオアシス前‐JR 吹田駅付近‐病院) 

○ＪＲ岸辺駅・ＪＲ千里丘駅方面 
(病院‐JR 岸辺駅前（※降車のみ）‐JR 千里丘駅（西口）‐JR 岸辺駅（北口ロータリー）‐病院) 

上記のほかに、阪急相川方面、井高野方面、ＪＲ千里丘方面の各方面と病院間を 

往復するシャトルバスが運行しています。 

運 休 日： 土曜日、日曜日、ゴールデンウィーク（5 月 3 日～5 月 5 日）、 

年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日） 

バスの詳細： 大阪府済生会吹田病院ホームページ「交通のご案内」にある 

「無料シャトルバス・時刻表」をご確認ください。 
  

お問い合わせ： 大阪府済生会吹田病院 電話 06-6382-1521 
ＵＲＬ：http://www.suita.saiseikai.or.jp/ 

 

QR コード読み取り機能のある端末をお持ちの方は右記の QR コードを 

読み込み、アクセスしてください。 
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◆協和会病院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆吹田徳洲会病院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

運行ルート： ○桃山台（南千里）方面（病院‐北大阪急行桃山台駅‐阪急南千里駅‐病院） 
※途中下車停車場所：桃山台 2 丁目、佐竹台診療所前、佐竹台 6 丁目、サーティーワン前 

○ＪＲ岸辺駅方面（病院‐JR 岸辺駅北口‐病院） 
※途中下車停車場所：市営岸辺中住宅、岸部診療所、スーパーまるやす、吹田高校前 

○千里山方面（病院‐阪急千里山駅‐関西スーパー前‐病院） 

○ＪＲ吹田方面 
（病院‐旧吹田市民病院前‐JR 吹田駅南口‐阪急吹田駅東口‐旧吹田市民病院前‐病院） 

運 休 日： 千里山方面と JR 吹田方面は、土曜日、日曜日、祝日運休。 

その他方面は運休なし。年末年始は休日の時刻表で運行します。 

バスの詳細： 協和会病院ホームページ「アクセスマップ」にある 

「無料送迎バス」からバス停車位置、時刻表等をご確認ください。 
  

お問い合わせ： 協和会病院 電話: 06-6339-3455 
URL:  https://www.kyowakai.com/kw/kw.htm 

 

QR コード読み取り機能のある端末をお持ちの方は右記の QR コードを 

読み込み、アクセスしてください。 

 

運行ルート： ○JR千里丘方面（病院‐ＪＲ千里丘駅西口‐病院） 

○阪急山田駅東口方面（病院‐阪急山田駅東口‐伊射奈岐神社‐病院） 

○亥の子谷方面（病院‐亥の子谷バス停付近‐関西みらい銀行付近‐病院） 

○モノレール宇野辺駅方面 
（病院‐ミリカヒルズロータリー‐ショッピングセンター前バス停付近‐ 

メゾン千里丘バス停付近‐三保ヶ池バス停付近‐青葉丘南バス停付近‐ 

モノレール宇野辺駅‐青葉丘北バス停付近‐コーナン前バス停付近‐ 

吹田東高校前バス停付近‐マックスバリュ前バス停付近‐千里丘清水バス停付近‐病院） 

○阪急南千里駅方面（病院‐阪急南千里駅セブンイレブン前‐病院） 

○阪急千里山駅方面（病院‐阪急千里山駅東口‐片山小学校前バス停‐病院） 

上記のほかに、阪急摂津市駅方面、モノレール南茨木駅方面、ＪＲ茨木駅方面も運行し

ています。 

運 休 日： 日曜日、祝日、年末年始（12 月 31 日～1 月 3 日） 

※阪急南千里駅方面、阪急千里山駅方面は、土曜日も運休 

バスの詳細： 吹田徳洲会ホームページ「交通のご案内」にある 

「バス運行表」から停車位置、時刻表等をご確認ください。 
  

お問い合わせ： 吹田徳洲会病院 電話：06-6878-1110 
URL: http://www.suita.tokushukai.or.jp/ 

 

QR コード読み取り機能のある端末をお持ちの方は右記の QR コードを 

読み込み、アクセスしてください。 
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  福祉有償運送制度 

 

高齢者運転免許自主返納サポート制度 

 

ＮＰＯや社会福祉法人などの非営利法人等が、公共交通機関を使用して移動することが困難な

人を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う車による移送サービスです。 

対 象： ・介護保険の要支援又は要介護認定を受けている方 

・身体障害者手帳の交付を受けている方 

・肢体不自由、内部障がい、精神障がい、又は知的障がい等により単独で公

共交通機関を利用することが困難な方 

※利用には、あらかじめ事業所への登録が必要です。 

本 人 負 担： タクシー料金の半額を目安に各事業所が設定 
  

お問い合わせ： 大阪府福祉有償運送ホームページに掲載の「事業者一覧」をご覧いただき、各事業

所への登録方法やサービス内容、料金などは、各事業所にお尋ねください。 

URL：http://www.pref.osaka.jp/chiikifukushi/yuso/ 
  

QR コード読み取り機能のある端末をお持ちの方は右記の QR コードを 

読み込み、アクセスしてください。 

 

 

運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた大阪府在住の 65 歳以上の方が、サ

ポート企業等において運転経歴証明書を提示することにより、特典を受けることができます。 

対 象： 「運転経歴証明書」を提示した府内在住で 65 歳以上の高齢者ご本人 

サポート企業： 以下、タクシー、鉄道のみ抜粋 

タ
ク
シ
ー 

国際興業大阪 

タクシー乗車運賃から

10％割引 

06-6322-5252 

ナニワ交通 06-6562-0690 

一番株式会社 06-6707-7171 

相互タクシー 06-6931-8188 

大阪相互タクシー 072-271-0818 

日本タクシー 06-6928-3325 

都島自動車商会 
06-6956-7878 

都島交通 

大阪第一交通グループ 06-6644-0567 

あおぞら福祉タクシー 
基本介助料 500 円割引 

乗車運賃から 10%割引 
072-655-1055 

鉄
道 大阪モノレール 

「ぶらり 1day チケット」を

100 円引き 
06-6833-8951 

※令和３年 11 月 5 日現在の情報 
  

お問い合わせ： 大阪府交通対策協議会事務局 電話：06-6944-9290 
ＵＲＬ：https://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/anzen/zisyuhennou.html 

  

QR コード読み取り機能のある端末をお持ちの方は右記の QR コードを 

読み込み、アクセスしてください。 
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おとなび（JR西日本） 

 

 

フリースタイルシニア（大阪メトロ） 

地下鉄等の利用総額に割引を適用するピタパの利用額割引。65 歳以上の方は、週２～３回程

度（月額３～７千円）の利用に対し一般の方より割引率が高くなるシニア限定の割引サービス

を受けられます。 

対 象： ピタパカードをお持ちの 65 歳以上の方 

※利用には登録が必要です。 

登 録 場 所： 地下鉄駅構内定期券販売所 

健康保険証や運転免許証など公的証明証の提示及びピタパの持参が必要。 
  

お問い合わせ： 詳細は、大阪メトロホームページ、フリースタイルシニアのページでご確認くださ

い。 
  

QR コード読み取り機能のある端末をお持ちの方は右記の QR コードを 

読み込み、アクセスしてください。 

 

50 歳以上を対象とする JR 西日本の会員制サービス。新幹線や特急列車のおトクな会員限定

きっぷを購入できる他、各種サービスを受けられます。 

対 象： 満 50 歳以上で J-WEST ネット会員に登録されている方（登録は無料） 

登 録 方 法： JR おでかけネットで J-WEST ネット会員に登録 
  

お問い合わせ： 詳細は、JR おでかけネット、おとなびのページでご確認ください。 

  

QR コード読み取り機能のある端末をお持ちの方は右記の QR コードを 

読み込み、アクセスしてください。 

 

―５― 

 

 



 

  タクシー 

◆身体障がい者等へのタクシー運賃割引制度 

タクシー乗車時に乗務員へ身体障害者手帳・療育手帳を示すことで、運賃の 1 割が 

割引されます。 
 

対 象：身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方 

本 人 負 担：タクシー運賃の９割  
 

◆吹田市 重度障がい者福祉タクシー料金助成 

【在宅の重度障がい者】がタクシーを利用する際、基本料金（初乗運賃）のうち、 

660 円を上限に助成します。 
 

対 象：▷1・2 級身体障がい者（児）のうち視覚障がい、 

肢体不自由（上肢のみを除く）、内部障がい者（児） 

▷重度知的障がい者（児）  

▷重度精神障がい者（児）（精神障がい者保健福祉手帳 1 級所持者） 

※ただし、世帯の生計中心者の前年の合計所得金額が 500 万円 

以上の方は交付対象外 

利 用 券：年間一律 48 枚を交付。吹田市と契約しているタクシー会社でのみ利用可能。 

本 人 負 担：市助成額を超えた額 

 

お問い合わせ：吹田市 福祉部 障がい福祉室（電話 06-6384-1347） 

  

◆吹田市 通院困難者タクシークーポン券 

バス・鉄道等を利用して通院することが困難な【在宅の高齢者】が通院にタクシーを 

利用する際、基本料金（初乗運賃）のうち、660 円を上限に助成します。 
 

対 象：▷65 歳以上・市町村民税世帯非課税・要介護 1～５の方。 

※上記「吹田市 重度障がい者福祉タクシー料金助成」との 

併用はできません。（どちらの対象要件にもあてはまる場合は上記優先。） 
 

クーポン券：年間一律 24 枚を交付。吹田市と契約しているタクシー会社でのみ利用可能。 

本 人 負 担：市助成額を超えた額 
 

お問い合わせ：吹田市 福祉部 高齢福祉室（電話 06-6384-1375） 

 

 

 

 

令和３年（2021 年）１1 月作成 

発行元 吹田市福祉部高齢福祉室  

（問い合わせ 電話：06-6384-1375） 
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※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 


