
居住支援法人一覧（H30.12.25）

カテゴリー
府登録番
号

法人の名称 支援業務を行う事務所の所在地 業務エリア
主に活動を予定してい
る市町村

主な支援内容 主に対象とする要配慮者 問い合わせ先電話番号 メールアドレス ホームページＵＲＬ 指定日

大居001
特定非営利活動法人
生活支援機構ＡＬＬ

大阪市西成区天下茶屋北2丁目1番20
号

大阪府内全域 大阪市

主に住宅要配慮者への住居情報の提供を
行い、入居後の生活支援（生活必需品等
の提供）も無償でしております。更に定期
訪問も行い、障がいを抱えている方に対し
ては、障がい者就労支援事業や相談支援
事業も行っております。

全ての要配慮者
フリーダイアル：0120-705-119
TEL：06-6634-0874
FAX：06-6634-0875

info@npo-all.jp
http://www.npo-
all.jp/

2017/12/7

大居002
特定非営利活動法人
大阪市市民生活支援センター

大阪市生野区勝山北3丁目8番23号 大阪府内全域 大阪市

入居後の要配慮者への訪問・電話による
安否確認、生活相談、介護相談、金銭管
理のアドバイスや支援等の入居生活支援
をすることにより賃貸人も安心して貸し出
せるシステムを構築する

高齢者、障がい者、子育て、低額所
得者、被災者、外国人、矯正施設退
所者

06-6715-1588
yuuki-
sakura@outlook.jp

https://npo-
ols.jimdo.com/

2017/12/21

大居003
一般社団法人
大阪希望館

大阪市北区天神橋7丁目13番号
大阪市、豊中市、吹
田市

大阪市北区、淀川区、
東淀川区、都島区、旭
区、城東区、中央区

電話相談・Eメール相談を通して、おもに住
まいを喪失している、あるいは喪失しそうな
低所得者等の住まいの確保と生活の再建
をサポートする。

高齢者、障がい者、低額所得者、ハ
ンセン病療養設入所者、LGBTをはじ
めとする性的マイノリティ、生活困窮
者、原子爆弾被害者、これらの者に
対して必要な生活支援等を行う者

06-6358-0705
osaka.kiboukan@gmail.
com

http://www.osaka-
lsc.jp/kiboukan/

2017/12/26

大居004
社会福祉法人
岸和田市社会福祉協議会

岸和田市野田町1丁目5番5号 岸和田市 岸和田市

岸和田市内での住居設定を希望する住居
確保要配慮者に対して、住まい探しの相
談・入居契約のサポート・福祉サービスの
利用援助などの支援を行います。

高齢者、障がい者、子育て世帯（妊
婦がいる世帯も含む）、低額所得
者、被災者、DV被害者、生活困窮者

072-439-8255 soumu@syakyo.or.jp
http://www.syakyo.or
.jp

2017/12/26

大居005
社会福祉法人
みささぎ会

藤井寺市藤井寺4丁目11－7
藤井寺市、柏原市、
羽曳野市、松原市、
堺市

藤井寺市

要支援者は生活困難者です。地域と連携・
共同しながら利用者にアウトリーチし生活
支援を開始。居宅が必要な場合は、協力
店と連携し賃貸住宅への円滑な入居を推
進。入居後は利用者の自助努力を導き出
す居宅支援を展開。

全ての要配慮者 072-952-8880
fujiidera@misasagikai.
or.jp

http://www.misasagik
ai.or.jp

2017/12/26

大居006
特定非営利活動法人
南市岡地域活動協議会

大阪市港区南市岡2丁目７番18号
南市岡会館老人憩の家

大阪市 大阪市

住宅確保要配慮者への安定した入居と生
活に関する支援を目的に相談窓口を設
置。入居支援後も行政や社会福祉法人・
団体等とも連携をし、入居者の安否確認や
生活相談など地域との絆を保ちつつ居住
の安定を図ります。

全ての要配慮者 06-6710-9745 mines@joy.ocn.ne.jp
https://www.sumisap
o.net/

2018/1/9

大居007
一般財団法人
ヒューマンライツ協会

大阪市西成区出城2丁目5番9号
パークコート1階 にしなり隣保館　ゆ～と
あい

大阪市 大阪市

地域の社会福祉法人・不動産会社・オー
ナー等とのネットワークを活用し、円滑入
居支援をはじめ、当法人のコミュニティカ
フェ機能・総合生活相談機能を活用した生
活安定に資する事業を展開する。

全ての要配慮者 06-6561-8801 office@s-you-i.jp
http://www.s-you-
i.jp/

2018/1/11

大居008
特定非営利活動法人
ゆうかり

守口市大日東町25-30
大日松原マンション203号

守口市、門真市、大
東市、四条畷市、枚
方市、豊中市、大阪
市旭区、大阪市鶴見
区

守口市

必要な調査後、「財産管理」「死後事務」
「成年後見」「任意後見」「身元保証」等対
応。介護保険、自立支援、移動支援、ケア
計画作成事業の指定を受け、生活相談を
子育て世代への自費対応を含めて実施。

全ての要配慮者 06-6916-7230,7250
s-
pal2@kni.biglobe.ne.jp

（現在、作成準備中） 2018/1/11

大居009
一般社団法人
みらいテラス

大阪府堺市西区平岡町92番地13 大阪府内全域 堺市

①状況に合う住居確保にむけ必要な各手
続等へ同行する入居支援②入居先で安心
して生活するための見守りや具体的な問
題解決・助言等を行う生活支援③必要者
には就労支援を、実務経験豊富な相談員
が各所と連携して実施

高齢者、障がい者、児童養護施設退
所者、これらの者に対して必要な生
活支援等を行う者

072-272-4646 info@mirai-terasu.net
https://mirai-
terasu.net/

2018/1/12

大居010
NPO法人
HELLOlife

大阪府大阪市西区靭本町1-16-14 四條畷市 四條畷市

大阪府下における収入が低い・離転職を
繰り返している等の若年低額所得者に対
し、「就職支援」と合わせて、大阪府下の低
廉な民間賃貸住宅へのマッチングを通じた
「居住支援」を実施します。

低額所得者、UIJターンによる転入者 06-6147-3186 info@hellolife.jp https://hellolife.jp 2018/1/12

大居011
ＮＰＯ法人
アクティブライフ・サン

大阪市天王寺区寺田町2丁目6番2号
東大阪ビル4階

大阪府内全域 大阪市

住まい探しから内覧や家賃債務保証、身
元保証、生活保護等の手続きの補助、同
行を行います。入居後は行政機関や他支
援法人及び訪問介護、弁護士等と連携し、
生活支援を行います。住み替えの相談も
受け付けます。

高齢者、障がい者、子育て世帯、低
額所得者、生活困窮者、矯正施設退
所者

06-6775-1322
activelifesun@galaxy.o
cn.ne.jp

http://activelifesun.w
eb.fc2.com/index.html

2018/1/12

入居支援

生活支援
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居住支援法人一覧（H30.12.25）

カテゴリー
府登録番
号

法人の名称 支援業務を行う事務所の所在地 業務エリア
主に活動を予定してい
る市町村

主な支援内容 主に対象とする要配慮者 問い合わせ先電話番号 メールアドレス ホームページＵＲＬ 指定日

大居012
ホームネット
株式会社

東京都新宿区大久保３－８－２ 大阪府内全域 大阪市

24時間365日稼働のコールセンターおよび
不動産店を中心とした見守りサービス提携
代理店を活用した住まい探しの支援と入居
後の見守りサービスを提供します。

高齢者、障がい者、子育て世帯（妊
婦がいる世帯も含む）、低額所得
者、被災者、外国人

03-5285-4538
takatsuki@homenet-
24.co.jp

http://www.homenet
-24.co.jp

2018/1/12

大居013
よどきり医療と介護のまちづくり
株式会社

大阪府大阪市東淀川区豊新4-26-3 大阪市 大阪市

看護師・保健師が常駐するよどまち保健室
において、生活支援が必要な入居者への
相談支援や関係職種との調整などを行い
ます。

全ての要配慮者 06-6328-2112
yodo-machi@machi-
care.jp

http://www.machi-
care.jp/

2018/1/12

大居014
社会福祉法人
みなと寮

大阪府吹田市山田北１５－５ロイヤルツ
カワキ４０７

吹田市 吹田市

救護施設で培ったノウハウを活かし、相談
者（要配慮者）個々にアセスメントを行い、
ニーズに応じた支援計画を立て、関係機関
との連携や入居後の見守り・生活上の支
援を行うほか、入居に関する情報提供を行
います。

全ての要配慮者 06-7897-8575
senriryo@minatoryo.or
.jp

http://www.minatory
o.or.jp/

2018/2/19

大居015
社会福祉法人
桃林会

大阪府摂津市鳥飼中1丁目19番8号
摂津市、茨木市、高
槻市

摂津市

住宅確保要配慮者への入居と生活に関す
る支援や相談を行い、入居後も行政や関
連団体等と連携を図り、入居者の安否確
認や生活相談をはじめ、必要な方には中
間的就労事業と共同して訓練や就労相談
を行います。

高齢者、障がい者、子育て世帯、低
額所得者、被災者、外国人、生活困
窮者、児童虐待を受けた者、LGBTを
はじめとする性的マイノリティ、矯正
施設退所者、児童養護施設退所者

072-654-5094
torikai@shirasagien.co
m

http://www.shirasagi
en.com

2018/2/19

大居017
株式会社
シーズ

大阪府箕面市稲5丁目13番8号　江川ビ
ル3階

大阪府内全域 大阪市

住宅確保要配慮者の入居や物件の売却な
ど不動産に関する全般的な支援や相談を
行い、高齢等により就職先がない住宅確
保要配慮者に対して、当社のグループ会
社へ就業を斡旋することができます。法的
知識も豊富です。

高齢者、子育て世帯、低額所得者、
被災者、児童虐待を受けた者、生活
困窮者、新婚世帯、UIJターンによる
転入者

072-726-7777
seeds-egawa@office-
egawa.com

http://egawa-
group.com/seeds

2018/4/13

大居020
株式会社
NSA

大阪市中央区大手通1-3-5 Nビル 大阪府内全域 大阪市

在宅生活が困難な高齢者・障がい者を中
心に、住まい探しや入居を支援。児童養護
施設退所者やLGBTをはじめとする性的マ
イノリティへ、NSAグループ雇用に伴う資格
取得支援や居住を支援。

高齢者、障がい者、LGBTをはじめと
する性的マイノリティ、児童養護施設
退所者

06-6910-4521
http://www.k-
nsa.co.jp/

http://www.k-
nsa.co.jp/

2018/4/25

大居021
社会福祉法人
リベルタ

大阪府大阪市旭区生江3-27-6 大阪市 大阪市

住宅確保要配慮者の希望及びニーズを捉
えながら、相談支援を行います。当法人が
実施する生活困窮者レスキュー事業の活
用や大阪市より事業受託している大阪市
生活困窮者自立相談支援事業との連携を
密に図ります。

全ての要配慮者 06-6928-1010
midori-
r@celery.ocn.ne.jp

http://liberta.or.jp/ 2018/5/25

大居031
社会福祉法人
治栄会

大阪市都島区中野町5-10-70
大阪市都島区,城東
区

大阪市

賃借人と要配慮者をつなぐ「相談窓口」を
設置し居住支援協議会の構成員などと連
携して住宅・サービス等の情報提供及び
マッチングを実施し民間賃貸住宅等への
入居支援や継続的な管理を行い、必要に
応じて情報提供を行う。

高齢者、障がい者、子育て世帯（妊
婦がいる世帯も含む）、低額所得
者、生活困窮者

080-3858-8055
kyojushien@jieikai.or.j
p

http://www.jieikai.or.j
p/index.html

2018/6/22

大居032
株式会社
笑美面

大阪府大阪市西区京町堀1丁目8番33
号 京町堀スクエア3階4階

大阪府内全域 大阪市

住宅確保要配慮者へ地域の不動産会社・
オーナー等とのネットワークを活用した入
居ご相談。入居者安否確認や生活相談。
調査目的を含む各関係省庁等及び関連団
体等との連携LGBTQ性的マイノリティへの
職場紹介・就労相談。

全ての要配慮者 06-6459-0001 contact@nshare.jp https://emimen.jp/ 2018/6/22

大居036
特定非営利活動法人
24時間みまもり社会を創る会・笑
顔

大阪府大阪市中央区船越町1-3-5マー
キュリー愛晃ビル404

大阪府内全域 大阪市

IoTを活用した「24時間みまもり安心システ
ム」により、要配慮者も賃貸人も安心。入
居相談から入居時の身元保証、入居後の
見守りサービス、万が一亡くなった場合の
諸手続きから納骨・永代供養まで支援いた
します。

全ての要配慮者 06-6948-6988 info@egao24h.com
http://www.egao24h.
com

2018/7/26

大居037
オムニクス
株式会社

堺市堺区翁橋町1丁9番15号 堺市 堺市

住宅確保要配慮者に対して、入居の為の
アドバイス、マッチングや同行業務を行い
ます。定期的に訪問する見守りサービスを
行い、安否確認をします。また、必要であ
れば家賃債務保証会社の紹介も行いま
す。

高齢者、障がい者、子育て世帯、低
額所得者、被災者、児童虐待を受け
た者、生活困窮者、新婚世帯、児童
養護施設退所者

０７２－２３８－４３３１
info@tsukushinokai.co
m

http://www.tsukushin
okai.com

2018/8/7

入居支援

生活支援
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カテゴリー
府登録番
号

法人の名称 支援業務を行う事務所の所在地 業務エリア
主に活動を予定してい
る市町村

主な支援内容 主に対象とする要配慮者 問い合わせ先電話番号 メールアドレス ホームページＵＲＬ 指定日

大居038
社会福祉法人
悠人会

大阪府堺市中区東山841番地1号 堺市中区 堺市

病気やけがが原因で住まいにお困りの高
齢者をはじめ、障がい者、子育て世帯、低
額所得者、被災者を対象に地域の協力事
業者と連携し、入居後も安心して過ごせる
よう私共の福祉サービスの利用援助等支
援を行います。

高齢者、障がい者、子育て世帯（妊
婦がいる世帯も含む）、低額所得
者、被災者

072-234-2005 familia@yujinkai.com
https://www.seichok
ai.or.jp/group/yujinkai

2018/8/27

大居040
株式会社
ケイ・アンド・エムソリューション

大阪府守口市大日東町25-8 大日パレ
ス211号

守口市 守口市

①家賃保証業務について②入居の促進に
関する情報提供、相談その他の援助就労
支援の経験を活かしてサポートを行う③見
守りなど要配慮者への生活支援。成年後
見、遺品整理など経験のある者を配置し
て、相談の幅を広くしている。

全ての要配慮者

０６－６９１６－７２３０（平日午
前９時から午後６時まで）
０９０－５３６０－３４６８（上記以
外のお問合せ：佐藤）

s-
pal2@kni.biglobe.ne.jp

http://www.top-
heart.ne.jp

2018/11/8

大居041
株式会社
エイジプラス

大阪市中央区大手前1-7-31OMMビル7
階

大阪府内全域 大阪市

住宅確保要配慮者（特に高齢者）に対し、
窓口相談や電話相談にて、高齢者向け住
宅や高齢者が入居可能な一般賃貸住宅を
紹介。また、入居後の高齢者に対して、安
否確認サービスや生活相談等のサービス
を提供します。

高齢者、障がい者、低額所得者 0120-65-6774
https://65110.jp/kan
sai/

2018/11/12

大居042
萩之茶屋地域周辺まちづくり合
同会社

大阪府大阪市西成区太子1-4-2太子中
央ビル203

大阪市 大阪市

「萩之茶屋生活相談サポートセンター」で
高齢者、ホームレス、生活困窮者など、住
宅確保要配慮者への生活相談を実施。あ
んしん賃貸住宅の情報提供、入居後の見
守り活動、生活必需品のレンタル、食事の
提供を行っています。

全ての要配慮者 06-6630-6383
hagimachi@song.ocn.n
e.jp

http://www.hagimach
i.com

2018/11/12

大居043
ＮＰＯ法人えびす居住支援サー
ビス

大阪府河内長野市汐の宮町3番6号 河内長野市

大居045 株式会社　Peace Festa 大阪府大阪市平野区喜連5丁目2-2 大阪市

2018/12/25
事業開始は
2019/4/1か
ら

大居019
社会福祉法人
八尾隣保館

八尾市南本町3丁目4番5号 八尾市 八尾市

生活困窮者レスキュー事業の中で住居相
談者に来られた方への住宅確保に関する
協力と、定期的な見守り、介護等の入居後
の生活支援を行い、安全で安心して自分ら
しい生活ができるよう支援します。

高齢者、障がい者、子育て世帯、低
額所得者、生活困窮者、児童養護施
設退所者、

072-922-3130 info@yaorinpokan.or.jp
http://www.yaorinpok
an.or.jp

2018/4/19

大居039 ハートリビングサポート株式会社 東大阪市長田東1-6-7 大阪府内全域 東大阪市

コンタクトセンターによる安否確認、。高齢
者に喜ばれるコールセンター付帯サービス
の高齢者住宅用リフォーム施工など、入居
者、そのご家族、オーナー、管理会社4者
が安心できる支援を行います。

高齢者、子育て世帯、外国人 06-6618-2220 morinishi@hls2002.jp
https://hls2002.jp/co
mpany/

2018/9/28

大居018
株式会社
大京住宅

大阪府八尾市東本町3丁目6番13号
ウィンビル１F

八尾市、東大阪市、
大阪市平野区、柏原
市、藤井寺市、羽曳
野市

八尾市

Osakaあんしん住まい推進協議会員として
住宅確保要配慮者への住宅紹介。八尾市
における住まい探し相談会に参加。営業時
間内において、電話、来店もしくは訪問に
よる相談等に対応。

全ての要配慮者 0120-07-5559
http://www.daikyo-
j.co.jp/

http://www.daikyo-
j.co.jp/

2018/4/23

大居022
株式会社
Sイノベーション

東大阪市三ノ瀬3丁目2番1号
東大阪市、大阪市
（平野区・生野区・城
東区）、八尾市

東大阪市

大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制
度相談協力店として、住宅確保要配慮者
への住まい探し相談、入居契約サポートな
どの支援を行います。

全ての要配慮者 06-6777-2239
soumu@sinnovation.c
o.jp

http://www.sinnovati
on.co.jp

2018/6/22

大居023
株式会社
アンジェパルモ・ケア

大阪府大阪市西成区花園南二丁目5番
8号

大阪市 大阪市

住宅確保要配慮者の中でも特に高齢者、
障害者に関しては、大阪府下全域でご案
内の実績がございます。
その他のケースでも社会福祉協議会等と
連携を取りながら、最適な住宅をご案内致
します。

高齢者、障がい者、低額所得者、被
災者、外国人、中国残留邦人、生活
困窮者、矯正施設退所者

06-4703-5997
ange@kbd.biglobe.ne.j
p

現在作成準備中です。 2018/6/22

生活支援

入居支援

入居支援

生活支援
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居住支援法人一覧（H30.12.25）

カテゴリー
府登録番
号

法人の名称 支援業務を行う事務所の所在地 業務エリア
主に活動を予定してい
る市町村

主な支援内容 主に対象とする要配慮者 問い合わせ先電話番号 メールアドレス ホームページＵＲＬ 指定日

大居024
株式会社
ケアハピネス

大阪府大阪市浪速区下寺一丁目6番10
号

大阪市 大阪市

主に大阪市内において住宅確保要配慮者
への住宅案内を行います。地域の行政書
士事務所との連携により、入居時及び入居
後も継続して要配慮者へのサポートを行い
ます。

高齢者、障がい者、低額所得者、被
災者、外国人、中国残留邦人、生活
困窮者、矯正施設退所者

06-6635-0636
care-
happiness@jg7.so-
net.ne.jp

現在作成準備中です。 2018/6/22

大居025
株式会社
メディエイト

大阪府大阪市中央区本町橋2-16 AXIS
本町橋YKビル8階

大阪市 大阪市

地域の社会福祉協議会等や行政書士事
務所と連携し、住宅確保要配慮者に対して
安心安全に生活できる住宅への入居斡旋
を行うとともに、入居後の生活相談にも対
応して生活の安定化のお手伝いを行いま
す。

高齢者、障がい者、低額所得者、被
災者、外国人、中国残留邦人、生活
困窮者、矯正施設退所者

06-6227-8951
y.takagi.medyate@gm
ail.com

http://medyate.info/ 2018/6/22

大居026
株式会社
興光

大阪府大阪市住之江区西住之江二丁
目13番17号松栄住之江ビル4階

大阪市 大阪市

住宅確保要配慮者へ安定した暮らしがで
きる住宅のご案内を行うとともに、入居後も
関連団体等と連携を取りながら自立した生
活を送って頂けるよう支援します。

高齢者、障がい者、低額所得者、被
災者、外国人、中国残留邦人、生活
困窮者、矯正施設退所者

06-6672-0066 info@koumi-hg.com 現在作成準備中 2018/6/22

大居027
株式会社
west

大阪府大阪市天王寺区上汐四丁目1番
29号

大阪市 大阪市

特に低所得が原因で住宅確保が困難な方
に対して、定額で入居可能な住宅の紹介を
行うとともに、適切な支援を受けられるよう
行政や支援団体とのパイプ役になり、入居
後の生活が安定するよう支援します。

高齢者、障がい者、低額所得者、被
災者、外国人、中国残留邦人、生活
困窮者、矯正施設退所者

06-6774-1215
west@aquamarine.bfor
th.com

現在作成準備中です。 2018/6/22

大居028
株式会社
エスアールにじゅういち

大阪府大阪市中央区七丁目3番4号 大阪市 大阪市
地域に根ざした不動産業運営の実績を活
かし、豊富な物件より住宅確保要配慮者の
ニーズに沿った住宅のご案内を行います。

高齢者、障がい者、低額所得者、被
災者、外国人、中国残留邦人、生活
困窮者、矯正施設退所者

06-6762−0021 sr21@21grp.co.jp
http://sr21company.
com/

2018/6/22

大居029
株式会社
クレイン

大阪府大阪市西成区萩之茶屋一丁目8
番19号

大阪市 大阪市

地域の行政書士事務所と連携して住宅確
保要配慮者が不当に権利を侵害されない
ように支援するとともに、安心安全に生活
できる住宅への入居斡旋を行います。

高齢者、障がい者、低額所得者、被
災者、外国人、中国残留邦人、生活
困窮者、矯正施設退所者

06-6631-4110
crane.4110@gmail.co
m

現在作成準備中です。 2018/6/22

大居030
株式会社
日本介護医療センター

大阪府大阪市阿倍野区阪南町二丁目4
番1号

大阪市 大阪市

介護、医療施設運営で培った支援技術を
活かして、住宅確保要配慮者が抱える問
題を解決するために必要なアドバイスを行
うと共に、安全安心に暮らせる住宅へのご
案内を行います。

高齢者、障がい者、低額所得者、被
災者、外国人、中国残留邦人、生活
困窮者、矯正施設退所者

06-6629−0123
soumu@nihon-
kaigo.com

http://www.nihon-
kaigo.com/

2018/6/22

大居033
有限会社
ひまわりサービス

大阪府大阪市西成区萩之茶屋一丁目4
番20号

大阪市 大阪市
長年かけて構築した不動産ネットワークを
駆使して、住宅確保要配慮者が安心して
暮らせる住宅をご案内します。

高齢者、障がい者、低額所得者、被
災者、外国人、中国残留邦人、生活
困窮者、矯正施設退所者

06-6645-8002
himawari-
s@vesta.ocn.ne.jp

現在作成準備中です。 2018/6/22

大居034
株式会社
シークロス

大阪府大阪市住之江区西住之江2丁目
13番17号 松栄住之江ビル2階

大阪市 大阪市

お一人での外出が困難な方でも、ヘル
パー資格を有するスタッフが介助を行い、
現地見学をサポート致します。また、その
後に介護が必要になった場合も地域の居
宅介護事業所等をご紹介致します。

高齢者、障がい者、低額所得者、被
災者、外国人、中国残留邦人、生活
困窮者、矯正施設退所者

06-6672-4900
tsukahara@cocolo.or.j
p

現在作成準備中 2018/6/22

大居035
株式会社
総合医療サービスハーモニー

大阪府大阪市北区東天満1-11-13
AXIS南森町ビル901

大阪市、羽曳野市、
堺市、高槻市、枚方
市、茨木市

大阪市

住宅確保要配慮者に対し、一般賃貸住宅
のご案内、契約の補助、公的手続のサ
ポート等を実施します。住宅確保要配慮者
（高齢の方）は高齢者向け住宅等、安心し
て介護、医療サポートが受けられる住宅の
提案を行います。

高齢者、障がい者、子育て世帯（妊
婦がいる世帯も含む）、低額所得
者、被災者、生活困窮者、原子爆弾
被害者、矯正施設退所者、これらの
者に対して必要な生活支援等を行う
者

06-6232-8248
info@harmony-
medical.co.jp

https://harmony-
medical.co.jp/

2018/6/22

大居044
特定非営利活動法人空き家サ
ポートセンター

大阪府豊中市立花町1-3-10-301 豊中市 2018/11/28

入居支援
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主な支援内容 主に対象とする要配慮者 問い合わせ先電話番号 メールアドレス ホームページＵＲＬ 指定日

家賃債務
保証

大居016
エルズサポート
株式会社

大阪府大阪市北区堂島1-1-5 ザイマッ
クス梅田新道ビル10階

大阪府内全域 大阪市

お部屋を借りる際に必要な「連帯保証人」
を個人に代わり弊社が家賃等の保証債務
をお引き受けします。住み替えの時の保証
人探しのストレスを軽減し、スムーズな入
居促進のお手伝いをいたします。

全ての要配慮者 03-6233-6260
ls-service6250@ls-
support.co.jp

http://www.ls-
support.co.jp/

2018/2/28
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