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株式会社ルピナスは、

１． ご利用者様の幸福を第一に考え、 地域に深く根差すよう、

　　介護保険サービス、 医療保険サービスを通じて、 地域社会に貢献いたします。

２． 常に最良のサービスを提供するため、 絶えず知識、 技術の向上をして、

　　ご利用者様の社会生活の向上の実践を追求いたします。

３． 人間尊重し、 社員と事業が一つになって、 成長することをめざします。

４． ご利用者様のプライバシーを守り、 法令等の遵守を徹底いたします。

株式会社ルピナス

理　念

商号

　　　株式会社ルピナス (Rupinasu Corp.)

本社所在地

　　　〒５９０-0434　大阪府泉南郡熊取町小谷北１丁目 18-32

設立

　　　２００８年７月２２日

代表取締役

　　　田中　仁

社員数

　　　正社員１２０名　パート８０名

事業内容

　　　 ・ 訪問看護事業

　　　 ・ 通所介護事業

　　　 ・ 訪問介護事業

　　　 ・ 居宅サービス支援事業

　　　 ・ 老人ホーム事業

事業所数

　　　 ・ 訪問看護ステーション

　　　 ・ 半日型デイサービス

　　　 ・ １日型デイサービス

　　　 ・ ヘルパーステーション

　　　 ・ ケアプランセンター

　　　 ・ 住宅型有料老人ホーム

グループ企業

　　　 ・ 株式会社グランドアイビー ( 放課後等デイ、 児童発達デイ　２事業所 )　　　　　　社員２５名

　　　 ・ 社会福祉法人のぼり藤 ( 放課後等デイ、 児童発達デイ　１事業所 )　　　　　　　 社員１０名

　　　 ・ 医療法人こうあん ( 診療所、 訪問リハビリテーション、 通所リハビリテーション )　社員３５名

　　　 ・ 有限会社 LUPIN( グループホーム、 デイサービス、 ヘルパーステーション )　　　社員３５名

5 事業所 （１出張所）

１事業所

２事業所

１事業所

１事業所

１施設



ルピナスグループの沿革

■株式会社ルピナス （http://www.rupinasu-inc.co.jp/） [E-mail: rupinasu@rupinasu-inc.co.jp]

2009 年 2 月　　リハビリ訪問看護ステーションルピナス開設

2012 年 10 月　リハビリ訪問看護ステーションルピナスひょうたん山開設

2013 年 10 月　リハビリデイサービスルピナス開設

2013 年 10 月　リハビリ訪問看護ステーションルピナスひょうたん山忠岡出張所開設

2015 年 4 月　　リハビリデイサービスルピナス木津川開設

2015 年 4 月　　リハビリ訪問看護ステーションルピナスひょうたん山城東出張所開設

2016 年 12 月　ケアプランセンタールピナス開設

2017 年 1 月　　ヘルパーステーションルピナス開設

2017 年 2 月　　リハケアハウスルピナス勢野開設

2017 年 8 月　　リハビリ訪問看護ステーションルピナス忠岡開設

　　　　　　　　　　( 旧リハビリ訪問看護ステーションルピナスひょうたん山忠岡出張所 )

2017 年 11 月　リハビリ訪問看護ステーションルピナス郡山開設

2017 年 12 月　ヘルパーステーションルピナス勢野開設

2021 年 5 月　　リハビリデイサービスルピナス朱雀事業譲渡

2021 年 8 月　　リハビリデイサービスルピナス忠岡開設

■グループ企業

□株式会社グランドアイビー設立

2015 年 6 月　　リハこどもデイアイビー開設

2017 年 10 月　リハこどもデイメイフラワー開設

2020 年 4 月　　リハこどもデイフクシア開設

□医療法人こうあん事業継承

2016 年 2 月　　こうあん診療所

2016 年 2 月　　訪問リハビリテーション

2016 年 2 月　　リハビリこうあん （通所リハビリテーション）

□有限会社 LUPIN 事業継承

2019 年 11 月　ヘルパーステーション LUPIN 三郷

2019 年 11 月　デイサービス LUPIN 勢野

2019 年 11 月　グループホーム LUPIN 平群

2021 年 9 月　　デイサービス LUPIN 斑鳩開設

□社会福祉法人　のぼり藤設立

2021 年 10 月　リハこどもデイフクシア　　



各所在地

■リハビリ訪問看護ステーション　ルピナス

〒630-8115

奈良県奈良市大宮町４丁目 275-5

森村第 2 ビル 303 号

■リハビリ訪問看護ステーション　ルピナス郡山

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町 553-5

リバーフィールド 205 号

■リハビリデイサービス　ルピナス

〒630-8325

奈良県奈良市西木辻町 200-58

■リハビリデイサービス　ルピナス木津川

〒619-0223

京都府木津川市相楽台３丁目 4-7

■リハビリ訪問看護ステーション

　　ルピナス　ひょうたん山

〒579-8045

大阪府東大阪市本町 2-3

■リハビリ訪問看護ステーション

　　ルピナス　ひょうたん山　城東出張所

〒536-0016

大阪府大阪市城東区蒲生２丁目 11-5

メゾンドール蒲生 101 号

　



各所在地

■リハビリ訪問看護ステーション　ルピナス　忠岡

〒595-0804

大阪府泉北郡忠岡町馬瀬３丁目 2-5-202

■ケアプランセンタールピナス

〒630-8115

奈良県奈良市大宮町４丁目 275-5

森村第２ビル 303 号

■リハケアハウスルピナス勢野

〒636-0815

奈良県生駒郡三郷町勢野北４丁目 5-10

■ヘルパーステーションルピナス勢野

〒636-0815

奈良県生駒郡三郷町勢野北４丁目 5-10

■リハビリデイサービスルピナス朱雀

〒631-0806

奈良県奈良市朱雀１丁目 8-5

■リハビリデイサービスルピナス忠岡

〒595-0813

大阪府泉北郡忠岡町忠岡南 3丁目 11-25

　



リハこどもデイ アイビーリハこどもデイ アイビー
児童発達支援＆放課後等デイサービス

リハこどもデイ メイフラワーリハこどもデイ メイフラワー
児童発達支援＆放課後等デイサービス

グループ企業

■株式会社グランドアイビー （http://ground-ivy.co.jp/kids/）

　リハこどもデイアイビー

　〒595-0804　大阪府泉北郡忠岡町馬瀬１丁目 1-8

　リハこどもデイメイフラワー

　〒595-0804　大阪府泉北郡忠岡町馬瀬３丁目 2-5

■社会福祉法人　のぼり藤

　リハこどもデイフクシア

　〒595-0802　大阪府泉北郡忠岡町高月南３丁目 8-37

リハこどもデイフクシア

リハこどもデイアイビー

リハこどもデイメイフラワー



グループ企業

■医療法人こうあん (http://www.kouan-clinic.or.jp)

　〒630-8013　奈良市三条大路 1丁目 1-90　奈良セントラルビル 1F

　

こうあん診療所

　

　

訪問リハビリテーション

　

通所リハビリテーション



グループ企業

■有限会社 LUPIN （http://www.lupin-inc.co.jp）

　デイサービス LUPIN 勢野

　〒636-0815　奈良県生駒郡三郷町勢野北 1丁目 4-25

　

　グループホーム LUPIN 平群

　〒636-0905　奈良県生駒郡平群町上庄３丁目 7-25

　ヘルパーステーション LUPIN 三郷

　〒636-0822　奈良県生駒郡三郷町立野南２丁目 9-31

　デイサービス LUPIN 斑鳩

　〒636-0152　奈良県生駒郡斑鳩町龍田２丁目 1-12

　

デイサービス LUPIN 勢野 グループホーム LUPIN 平群

ヘルパーステーション LUPIN 三郷 デイサービス LUPIN 斑鳩
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