
R5.4.1時点事業所数

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

東灘 13 13

灘 9 9

中央 12 12

兵庫 16 16

北 8 8

⾧田 13 13

須磨 5 5

垂水 10 10

西 14 12

総計 100 98

区 事業所番号 事業所-名称 ｻｰﾋﾞｽ種類 事業所-所在地 指定年月日 事業所-直通電話番号 申請者-法人名 申請者-所在地

東灘 2870100423 コープこうべリビング甲南は～とらんど 福祉用具貸与 東灘区甲南町２−１−２０コープリビング甲南 平成12年4月1日 078-452-1597 生活協同組合コープこうべ 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１ー３ー１９

東灘 2870100423 コープこうべリビング甲南は～とらんど 介護予防福祉用具貸与 東灘区甲南町２−１−２０コープリビング甲南 平成18年4月1日 078-452-1597 生活協同組合コープこうべ 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１ー３ー１９

東灘 2870100613 有限会社クラウド 福祉用具貸与 東灘区御影中町１丁目１４−１０御影イシカワビル２０４号 平成13年8月31日 078-842-6673 有限会社クラウド 兵庫県神戸市東灘区御影中町１丁目１４−１０御影イシカワビル２０４号

東灘 2870100613 有限会社クラウド 介護予防福祉用具貸与 東灘区御影中町１丁目１４−１０御影イシカワビル２０４号 平成18年4月1日 078-842-6673 有限会社クラウド 兵庫県神戸市東灘区御影中町１丁目１４−１０御影イシカワビル２０４号

東灘 2870100894 しぃえすまんぼう 神戸店 福祉用具貸与 東灘区本山南町8丁目6番26号 東神戸センタービルE棟4階S3号室 平成13年12月1日 078-412-5678 株式会社まんぼう 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町３丁目２−３

東灘 2870100894 しぃえすまんぼう 神戸店 介護予防福祉用具貸与 東灘区本山南町8丁目6番26号 東神戸センタービルE棟4階S3号室 平成18年4月1日 078-412-5678 株式会社まんぼう 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町３丁目２−３

東灘 2870101447 ケアプランセンター東神戸 福祉用具貸与 東灘区住吉本町２丁目１９番１号 平成17年6月1日 078-858-8310 医療法人神戸健康共和会 兵庫県神戸市東灘区住吉本町二丁目１９番３号

東灘 2870101447 ケアプランセンター東神戸 介護予防福祉用具貸与 東灘区住吉本町２丁目１９番１号 平成18年4月1日 078-858-8310 医療法人神戸健康共和会 兵庫県神戸市東灘区住吉本町二丁目１９番３号

東灘 2870101918 株式会社トーカイ東灘営業所 福祉用具貸与 東灘区北青木2-1-2 平成20年11月1日 078-436-1580 株式会社トーカイ 岐阜県岐阜市若宮町９-１６

東灘 2870101918 株式会社トーカイ東灘営業所 介護予防福祉用具貸与 東灘区北青木2-1-2 平成20年11月1日 078-436-1580 株式会社トーカイ 岐阜県岐阜市若宮町９-１６

東灘 2870102585 神戸福祉工務店 福祉用具貸与 東灘区青木二丁目８番１ 平成25年1月1日 078-451-8975 株式会社エル 兵庫県宝塚市青葉台一丁目２１番２９号

東灘 2870102585 神戸福祉工務店 介護予防福祉用具貸与 東灘区青木二丁目８番１ 平成25年1月1日 078-451-8975 株式会社エル 兵庫県宝塚市青葉台一丁目２１番２９号

東灘 2870102619 株式会社フロンティア 神戸営業所 福祉用具貸与 東灘区向洋町中６−９ 神戸ファッションマート6N-05 平成25年4月1日 078-845-9295 株式会社フロンティア 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目５番３６号

東灘 2870102619 株式会社フロンティア 神戸営業所 介護予防福祉用具貸与 東灘区向洋町中６−９ 神戸ファッションマート6N-05 平成25年4月1日 078-845-9295 株式会社フロンティア 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目５番３６号

東灘 2870102726 福祉用具事業所メリー 福祉用具貸与 東灘区御影中町１丁目７番２７号キャッスルハイツ御影１０２号 平成25年10月1日 078-851-1152 株式会社KAIO 兵庫県神戸市灘区岩屋中町２丁目７番２２号



東灘 2870102726 福祉用具事業所メリー 介護予防福祉用具貸与 東灘区御影中町１丁目７番２７号キャッスルハイツ御影１０２号 平成25年10月1日 078-851-1152 株式会社KAIO 兵庫県神戸市灘区岩屋中町２丁目７番２２号

東灘 2870102817 近鉄スマイルライフ神戸支店 福祉用具貸与 東灘区住吉宮町1-21-16 ＣＯＭ20 Ｂ室 平成26年10月1日 078-200-4936 近鉄スマイルライフ株式会社 大阪府東大阪市瓜生堂3-1-13

東灘 2870102817 近鉄スマイルライフ神戸支店 介護予防福祉用具貸与 東灘区住吉宮町1-21-16 ＣＯＭ20 Ｂ室 平成26年10月1日 078-200-4936 近鉄スマイルライフ株式会社 大阪府東大阪市瓜生堂3-1-13

東灘 2870102833 ライフラインメディカルケア 福祉用具貸与 東灘区住吉南町３丁目２番２３号 平成26年11月1日 078-845-2173 株式会社ライフライン 兵庫県神戸市東灘区住吉南町三丁目２番２３号

東灘 2870102833 ライフラインメディカルケア 介護予防福祉用具貸与 東灘区住吉南町３丁目２番２３号 平成26年11月1日 078-845-2173 株式会社ライフライン 兵庫県神戸市東灘区住吉南町三丁目２番２３号

東灘 2870103310 ひより 福祉用具貸与 東灘区住吉宮町６−８−１１ 平成31年1月1日 078-856-3811 株式会社ラーフ 兵庫県神戸市東灘区住吉東町１−２−１

東灘 2870103310 ひより 介護予防福祉用具貸与 東灘区住吉宮町６−８−１１ 平成31年1月1日 078-856-3811 株式会社ラーフ 兵庫県神戸市東灘区住吉東町１−２−１

東灘 2870103393 介護ショップひまわり東神戸店 福祉用具貸与 東灘区御影石町1-5-3 令和1年6月1日 078-200-6713 株式会社ひまわり 兵庫県神戸市中央区江戸町95

東灘 2870103393 介護ショップひまわり東神戸店 介護予防福祉用具貸与 東灘区御影石町1-5-3 令和1年6月1日 078-200-6713 株式会社ひまわり 兵庫県神戸市中央区江戸町95

東灘 2870103583 介護ショップきらり 福祉用具貸与 東灘区本山南町７丁目４番１８号１０４号室 令和3年2月1日 078-862-5304 合同会社きらりケアサービス 兵庫県神戸市東灘区本山南町７丁目４番１８号１０４号室

東灘 2870103583 介護ショップきらり 介護予防福祉用具貸与 東灘区本山南町７丁目４番１８号１０４号室 令和3年2月1日 078-862-5304 合同会社きらりケアサービス 兵庫県神戸市東灘区本山南町７丁目４番１８号１０４号室

灘 2870200256 エース・ワン株式会社 福祉用具貸与 灘区桜口町2丁目3番11号 平成12年4月1日 078-843-8232 エース・ワン株式会社 兵庫県神戸市灘区桜口町2丁目3番11号

灘 2870200256 エース・ワン株式会社 介護予防福祉用具貸与 灘区桜口町2丁目3番11号 平成18年4月1日 078-843-8232 エース・ワン株式会社 兵庫県神戸市灘区桜口町2丁目3番11号

灘 2870200637 リンク在宅サービス 福祉用具貸与 灘区鹿ノ下通３丁目１−１インテリアハシモトビル１Ｆ 平成15年4月15日 078-881-4129 株式会社ライフリンク 兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通３丁目１−１インテリアハシモトビル１Ｆ

灘 2870200637 リンク在宅サービス 介護予防福祉用具貸与 灘区鹿ノ下通３丁目１−１インテリアハシモトビル１Ｆ 平成18年4月1日 078-881-4129 株式会社ライフリンク 兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通３丁目１−１インテリアハシモトビル１Ｆ

灘 2870200900 介護ショップ灘 福祉用具貸与 灘区新在家南町２丁目３−１１ 平成16年2月15日 078-801-9391 有限会社アメックス 兵庫県神戸市灘区新在家南町２丁目３−１１

灘 2870200900 介護ショップ灘 介護予防福祉用具貸与 灘区新在家南町２丁目３−１１ 平成18年4月1日 078-801-9391 有限会社アメックス 兵庫県神戸市灘区新在家南町２丁目３−１１

灘 2870201767 福祉用具スリール 福祉用具貸与 灘区備後町5丁目3−1−309 平成22年6月1日 078-855-7655 株式会社ヒナコーポレーション 兵庫県神戸市灘区備後町５丁目３−１−３０９

灘 2870201767 福祉用具スリール 介護予防福祉用具貸与 灘区備後町5丁目3−1−309 平成22年6月1日 078-855-7655 株式会社ヒナコーポレーション 兵庫県神戸市灘区備後町５丁目３−１−３０９

灘 2870202252 ダスキンヘルスレント神戸東ステーション 福祉用具貸与 灘区徳井町4丁目2番地18号 平成26年2月1日 078-856-3700 株式会社ダスキンユニオン 兵庫県加古川市野口町坂元３２９−６０

灘 2870202252 ダスキンヘルスレント神戸東ステーション 介護予防福祉用具貸与 灘区徳井町4丁目2番地18号 平成26年2月1日 078-856-3700 株式会社ダスキンユニオン 兵庫県加古川市野口町坂元３２９−６０

灘 2870202518 株式会社神戸レンタル 神戸支店 福祉用具貸与 灘区中原通２丁目１番４号 ワイズコート１Ｆ 平成28年4月1日 078-871-6633 株式会社神戸レンタル 兵庫県西宮市高木東町１１番３８号

灘 2870202518 株式会社神戸レンタル 神戸支店 介護予防福祉用具貸与 灘区中原通２丁目１番４号 ワイズコート１Ｆ 平成28年4月1日 078-871-6633 株式会社神戸レンタル 兵庫県西宮市高木東町１１番３８号

灘 2870202955 福祉用具ほほえみ 福祉用具貸与 灘区備後町５丁目3-1ウェルブ六甲１番街306号 令和1年6月1日 078-599-8111 ウィルブライト株式会社 兵庫県神戸市灘区備後町５丁目３−１−３階

灘 2870202955 福祉用具ほほえみ 介護予防福祉用具貸与 灘区備後町５丁目3-1ウェルブ六甲１番街306号 令和1年6月1日 078-599-8111 ウィルブライト株式会社 兵庫県神戸市灘区備後町５丁目３−１−３階

灘 2870203003 楽舗 福祉用具貸与 灘区水道筋４−３−３メディア・ルナ 令和3年2月1日 078-862-3686 合同会社ホリエ 兵庫県神戸市灘区水道筋４−３−３

灘 2870203003 楽舗 介護予防福祉用具貸与 灘区水道筋４−３−３メディア・ルナ 令和3年2月1日 078-862-3686 合同会社ホリエ 兵庫県神戸市灘区水道筋４−３−３

灘 2870203060 れんたる本舗 福祉用具貸与 灘区上河原通３丁目４−１４−３０５号室 令和4年2月1日 078-882-7902 合同会社くろねこケアサービス 兵庫県神戸市灘区将軍通３丁目３番１６号

灘 2870203060 れんたる本舗 介護予防福祉用具貸与 灘区上河原通３丁目４−１４−３０５号室 令和4年2月1日 078-882-7902 合同会社くろねこケアサービス 兵庫県神戸市灘区将軍通３丁目３番１６号



中央 2875100097 ミヤノ健康ショップモイヤン神戸店 福祉用具貸与 中央区楠町５丁目４番８号 平成12年4月1日 078-371-2130 宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町５丁目４−８

中央 2875100097 ミヤノ健康ショップモイヤン神戸店 介護予防福祉用具貸与 中央区楠町５丁目４番８号 平成18年4月1日 078-371-2130 宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町５丁目４−８

中央 2875100477 株式会社ポート・リハビリサービス営業本部指定福祉用具貸与事業所 福祉用具貸与 中央区中山手通３−４−６ エイコー山手プラザ３Ｆ 平成12年4月1日 078-392-1101 株式会社ポート・リハビリサービス 兵庫県神戸市中央区中山手通３−４−６エイコー山手プラザ３F

中央 2875100477 株式会社ポート・リハビリサービス営業本部指定福祉用具貸与事業所 介護予防福祉用具貸与 中央区中山手通３−４−６ エイコー山手プラザ３Ｆ 平成18年4月1日 078-392-1101 株式会社ポート・リハビリサービス 兵庫県神戸市中央区中山手通３−４−６エイコー山手プラザ３F

中央 2875100766 あっぷる神戸 福祉用具貸与 中央区栄町通７丁目１−４ 平成12年8月1日 078-361-4165 株式会社あっぷる 兵庫県神戸市中央区栄町通7丁目１−４平安本社ビル

中央 2875100766 あっぷる神戸 介護予防福祉用具貸与 中央区栄町通７丁目１−４ 平成18年4月1日 078-361-4165 株式会社あっぷる 兵庫県神戸市中央区栄町通7丁目１−４平安本社ビル

中央 2875100832 有限会社三宮電器 福祉用具貸与 中央区布引町２丁目１−１５ 平成13年2月1日 078-231-1287 有限会社三宮電器 兵庫県神戸市中央区布引町２丁目１−１５

中央 2875100832 有限会社三宮電器 介護予防福祉用具貸与 中央区布引町２丁目１−１５ 平成18年4月1日 078-231-1287 有限会社三宮電器 兵庫県神戸市中央区布引町２丁目１−１５

中央 2875101111 株式会社ひまわり本社 福祉用具貸与 中央区江戸町９５井門神戸ビル９階 平成14年10月1日 078-327-5353 株式会社ひまわり 兵庫県神戸市中央区江戸町９５

中央 2875101111 株式会社ひまわり本社 介護予防福祉用具貸与 中央区江戸町９５井門神戸ビル９階 平成18年4月1日 078-327-5353 株式会社ひまわり 兵庫県神戸市中央区江戸町９５

中央 2875101939 株式会社なごみ神戸店 福祉用具貸与 中央区港島中町５−１−１ 平成19年1月1日 078-304-5810 株式会社なごみ 愛知県名古屋市中川区高畑１丁目９４

中央 2875101939 株式会社なごみ神戸店 介護予防福祉用具貸与 中央区港島中町５−１−１ 平成19年1月1日 078-304-5810 株式会社なごみ 愛知県名古屋市中川区高畑１丁目９４

中央 2875102010 セントケアリフォーム神戸 福祉用具貸与 中央区多聞通２丁目４−４ブックローン神戸ビル東館２階 平成19年4月1日 078-371-2945 セントケア西日本株式会社 兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４−４ブックローン神戸ビル西館９階

中央 2875102010 セントケアリフォーム神戸 介護予防福祉用具貸与 中央区多聞通２丁目４−４ブックローン神戸ビル東館２階 平成19年4月1日 078-371-2945 セントケア西日本株式会社 兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４−４ブックローン神戸ビル西館９階

中央 2875103018 山陽ケアセンター神戸 福祉用具貸与事業所 福祉用具貸与 中央区神若通4丁目2-22 1階 平成25年6月1日 078-291-5056 有限会社山陽メディカル 兵庫県神戸市東灘区西岡本２丁目２６-１-１２２４

中央 2875103018 山陽ケアセンター神戸 福祉用具貸与事業所 介護予防福祉用具貸与 中央区神若通4丁目2-22 1階 平成25年6月1日 078-291-5056 有限会社山陽メディカル 兵庫県神戸市東灘区西岡本２丁目２６-１-１２２４

中央 2875103265 福祉用具 笑楽 福祉用具貸与 中央区御幸通２丁目１番６号 ジェイルミナ三宮ビル８０６ 平成26年11月1日 078-414-7625 株式会社ビオネスト 兵庫県神戸市中央区御幸通二丁目１番６号

中央 2875103265 福祉用具 笑楽 介護予防福祉用具貸与 中央区御幸通２丁目１番６号 ジェイルミナ三宮ビル８０６ 平成26年11月1日 078-414-7625 株式会社ビオネスト 兵庫県神戸市中央区御幸通二丁目１番６号

中央 2875103539 株式会社ポート・リハビリサービス神戸駅前店福祉用具貸与事業所 福祉用具貸与 中央区多聞通２−１−１多聞プラムビル１階 平成28年4月1日 078-351-2940 株式会社ポート・リハビリサービス 兵庫県神戸市中央区中山手通３−４−６エイコー山手プラザ３F

中央 2875103539 株式会社ポート・リハビリサービス神戸駅前店福祉用具貸与事業所 介護予防福祉用具貸与 中央区多聞通２−１−１多聞プラムビル１階 平成28年4月1日 078-351-2940 株式会社ポート・リハビリサービス 兵庫県神戸市中央区中山手通３−４−６エイコー山手プラザ３F

中央 2875103901 まりもレンタルサービス 福祉用具貸与 中央区磯辺通３丁目１番２号 NLC三宮202号室 平成31年2月1日 078-414-8880 株式会社チャップ 兵庫県神戸市中央区磯辺通３丁目１番２号 NLC三宮202号室

中央 2875103901 まりもレンタルサービス 介護予防福祉用具貸与 中央区磯辺通３丁目１番２号 NLC三宮202号室 平成31年2月1日 078-414-8880 株式会社チャップ 兵庫県神戸市中央区磯辺通３丁目１番２号 NLC三宮202号室

中央 2875104370 レンタルケアグレース 福祉用具貸与 中央区多聞通５丁目1-20シティハイツ多聞４０３号 令和5年1月1日 078-945-8305 合同会社エイト 兵庫県神戸市須磨区道正台１丁目３−１２−１０６号

中央 2875104370 レンタルケアグレース 介護予防福祉用具貸与 中央区多聞通５丁目1-20シティハイツ多聞４０３号 令和5年1月1日 078-945-8305 合同会社エイト 兵庫県神戸市須磨区道正台１丁目３−１２−１０６号

兵庫 2870500127 タカジョウメディカル事業本部 福祉用具貸与 兵庫区東山町２丁目４−２−３階 平成12年4月1日 078-511-6052 株式会社髙城 兵庫県神戸市兵庫区湊川町５丁目１０−１１

兵庫 2870500127 タカジョウメディカル事業本部 介護予防福祉用具貸与 兵庫区東山町２丁目４−２−３階 平成18年4月1日 078-511-6052 株式会社髙城 兵庫県神戸市兵庫区湊川町５丁目１０−１１

兵庫 2870500457 ニッシンケアサービス 福祉用具貸与 兵庫区塚本通１丁目２−２ニッシン第２ビル 平成13年5月1日 078-521-3633 株式会社ニッシンケアサービス 兵庫県神戸市兵庫区下沢通４丁目９−５ニッシンビル１０１

兵庫 2870500457 ニッシンケアサービス 介護予防福祉用具貸与 兵庫区塚本通１丁目２−２ニッシン第２ビル 平成18年4月1日 078-521-3633 株式会社ニッシンケアサービス 兵庫県神戸市兵庫区下沢通４丁目９−５ニッシンビル１０１

兵庫 2870501026 高齢者生協こうべ 福祉用具貸与 兵庫区下三条町８−２０ 平成15年8月1日 078-512-3737 兵庫県高齢者生活協同組合 兵庫県神戸市⾧田区大橋町9丁目4-6



兵庫 2870501026 高齢者生協こうべ 介護予防福祉用具貸与 兵庫区下三条町８−２０ 平成18年4月1日 078-512-3737 兵庫県高齢者生活協同組合 兵庫県神戸市⾧田区大橋町9丁目4-6

兵庫 2870501356 パナソニック エイジフリーショップ神戸 福祉用具貸与 兵庫区島上町１丁目４−１１ 柏木ビル２階 平成28年4月1日 078-671-7010 パナソニックエイジフリー株式会社 大阪府門真市門真１０４８番地

兵庫 2870501356 パナソニック エイジフリーショップ神戸 介護予防福祉用具貸与 兵庫区島上町１丁目４−１１ 柏木ビル２階 平成28年4月1日 078-671-7010 パナソニックエイジフリー株式会社 大阪府門真市門真１０４８番地

兵庫 2870501935 すいーとぴーひょうご 福祉用具貸与 兵庫区湊町１丁目３−６ライオンズマンション神戸湊町公園２０３ 平成20年4月1日 078-577-5880 有限会社松の花 兵庫県神戸市兵庫区湊町１丁目３−６ライオンズマンション神戸湊町公園２０３

兵庫 2870501935 すいーとぴーひょうご 介護予防福祉用具貸与 兵庫区湊町１丁目３−６ライオンズマンション神戸湊町公園２０３ 平成20年4月1日 078-577-5880 有限会社松の花 兵庫県神戸市兵庫区湊町１丁目３−６ライオンズマンション神戸湊町公園２０３

兵庫 2870502289 ケア２１兵庫 福祉用具貸与 兵庫区上沢通５丁目８−１ 平成23年1月1日 078-576-8621 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

兵庫 2870502289 ケア２１兵庫 介護予防福祉用具貸与 兵庫区上沢通５丁目８−１ 平成23年1月1日 078-576-8621 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

兵庫 2870502404 スミリンケアライフ株式会社介護ショップてとて 福祉用具貸与 兵庫区荒田町１丁目１２−１５湊川サンクレバー１階 平成24年2月1日 078-521-6582 スミリンケアライフ株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５−１

兵庫 2870502404 スミリンケアライフ株式会社介護ショップてとて 介護予防福祉用具貸与 兵庫区荒田町１丁目１２−１５湊川サンクレバー１階 平成24年2月1日 078-521-6582 スミリンケアライフ株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５−１

兵庫 2870502503 株式会社ライフケア神戸支店 福祉用具貸与 兵庫区三川口町一丁目1番35号ｻﾝﾊｲﾂ兵庫1階 平成24年11月1日 078-381-9122 株式会社ライフケア 岡山県岡山市北区野田三丁目20番28号

兵庫 2870502503 株式会社ライフケア神戸支店 介護予防福祉用具貸与 兵庫区三川口町一丁目1番35号ｻﾝﾊｲﾂ兵庫1階 平成24年11月1日 078-381-9122 株式会社ライフケア 岡山県岡山市北区野田三丁目20番28号

兵庫 2870502602 フランスベッド株式会社 メディカル神戸営業所 福祉用具貸与 兵庫区七宮町１丁目3-10 平成25年4月1日 078-686-0770 フランスベッド株式会社 東京都昭島市中神町1148番地5

兵庫 2870502602 フランスベッド株式会社 メディカル神戸営業所 介護予防福祉用具貸与 兵庫区七宮町１丁目3-10 平成25年4月1日 078-686-0770 フランスベッド株式会社 東京都昭島市中神町1148番地5

兵庫 2870502990 株式会社ヤマシタ神戸営業所 福祉用具貸与 兵庫区中道通４−１−１０ 平成27年4月1日 078-578-5959 株式会社ヤマシタ 静岡県島田市中河737

兵庫 2870502990 株式会社ヤマシタ神戸営業所 介護予防福祉用具貸与 兵庫区中道通４−１−１０ 平成27年4月1日 078-578-5959 株式会社ヤマシタ 静岡県島田市中河737

兵庫 2870503220 福祉用具サービス ぐっどけあ 福祉用具貸与 兵庫区菊水町８丁目２−１ 平成28年9月1日 078-381-5408 株式会社グッドケア 兵庫県神戸市兵庫区菊水町８丁目２−１

兵庫 2870503220 福祉用具サービス ぐっどけあ 介護予防福祉用具貸与 兵庫区菊水町８丁目２−１ 平成28年9月1日 078-381-5408 株式会社グッドケア 兵庫県神戸市兵庫区菊水町８丁目２−１

兵庫 2870503246 福ぶくろ 福祉用具貸与 兵庫区浜山通１丁目１番１２−５０３号 平成28年11月1日 078-599-7671 バージー合同会社 兵庫県神戸市兵庫区浜山通１丁目１番１２−５０３号

兵庫 2870503246 福ぶくろ 介護予防福祉用具貸与 兵庫区浜山通１丁目１番１２−５０３号 平成28年11月1日 078-599-7671 バージー合同会社 兵庫県神戸市兵庫区浜山通１丁目１番１２−５０３号

兵庫 2870503501 神戸メディケア 福祉用具貸与 兵庫区七宮町１丁目４番21号 令和1年5月1日 078-671-5656 株式会社神戸メディケア 兵庫県神戸市兵庫区七宮町１丁目４番21号

兵庫 2870503501 神戸メディケア 介護予防福祉用具貸与 兵庫区七宮町１丁目４番21号 令和1年5月1日 078-671-5656 株式会社神戸メディケア 兵庫県神戸市兵庫区七宮町１丁目４番21号

兵庫 2870503535 スターツケアサービス株式会社 福祉用具神戸営業所 福祉用具貸与 兵庫区上庄通3丁目2番16号 日米クックビル1階 令和1年12月1日 078-671-5759 スターツケアサービス株式会社 東京都江戸川区中葛西3丁目37番4号

兵庫 2870503535 スターツケアサービス株式会社 福祉用具神戸営業所 介護予防福祉用具貸与 兵庫区上庄通3丁目2番16号 日米クックビル1階 令和1年12月1日 078-671-5759 スターツケアサービス株式会社 東京都江戸川区中葛西3丁目37番4号

兵庫 2870503824 アースサポート神戸 福祉用具貸与 兵庫区荒田町１丁目１０番５号 令和4年8月1日 078-578-0791 アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町１−４−１４

兵庫 2870503824 アースサポート神戸 介護予防福祉用具貸与 兵庫区荒田町１丁目１０番５号 令和4年8月1日 078-578-0791 アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町１−４−１４

兵庫 2870503873 ヒゴケン福祉用具事業所 福祉用具貸与 兵庫区塚本通７丁目１−１４ オーイービルディング４０２ 令和4年9月1日 078-335-7822 株式会社ヒゴケン 兵庫県神戸市兵庫区塚本通７丁目１番１４号

兵庫 2870503873 ヒゴケン福祉用具事業所 介護予防福祉用具貸与 兵庫区塚本通７丁目１−１４ オーイービルディング４０２ 令和4年9月1日 078-335-7822 株式会社ヒゴケン 兵庫県神戸市兵庫区塚本通７丁目１番１４号

北 2875000842 株式会社エイチ・ジー 福祉用具貸与 北区山田町下谷上字門口９−４ 平成14年10月15日 078-582-4448 株式会社エイチ・ジー 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字門口９−４

北 2875000842 株式会社エイチ・ジー 介護予防福祉用具貸与 北区山田町下谷上字門口９−４ 平成18年4月1日 078-582-4448 株式会社エイチ・ジー 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字門口９−４



北 2875001345 株式会社ハッピーエイジ福祉用具レンタル・販売事業部 福祉用具貸与 北区大脇台２−３４ 平成16年8月1日 078-597-2550 株式会社ハッピーエイジ 兵庫県神戸市北区大脇台２−３４

北 2875001345 株式会社ハッピーエイジ福祉用具レンタル・販売事業部 介護予防福祉用具貸与 北区大脇台２−３４ 平成18年4月1日 078-597-2550 株式会社ハッピーエイジ 兵庫県神戸市北区大脇台２−３４

北 2875001600 有限会社スマイル住介 福祉用具貸与 北区藤原台南町５丁目４-１７ 平成17年5月15日 078-984-5417 有限会社スマイル住介 兵庫県神戸市北区藤原台南町５丁目４-１７

北 2875001600 有限会社スマイル住介 介護予防福祉用具貸与 北区藤原台南町５丁目４-１７ 平成18年4月1日 078-984-5417 有限会社スマイル住介 兵庫県神戸市北区藤原台南町５丁目４-１７

北 2875002525 株式会社Life Step 福祉用具貸与 北区鈴蘭台南町５丁目７番１８号 １F 平成23年4月1日 078-762-0039 株式会社LifeStep 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町２丁目１−５

北 2875002525 株式会社Life Step 介護予防福祉用具貸与 北区鈴蘭台南町５丁目７番１８号 １F 平成23年4月1日 078-762-0039 株式会社LifeStep 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町２丁目１−５

北 2875002830 まごの手サービス 福祉用具貸与 北区北五葉１丁目２番15号105号室 平成25年5月1日 078-595-8022 株式会社住環境サービス 兵庫県神戸市西区美穂が丘２丁目３番１号

北 2875002830 まごの手サービス 介護予防福祉用具貸与 北区北五葉１丁目２番15号105号室 平成25年5月1日 078-595-8022 株式会社住環境サービス 兵庫県神戸市西区美穂が丘２丁目３番１号

北 2875002970 株式会社 ＩＭＧ 福祉用具貸与 北区鈴蘭台西町三丁目１１番１号 平成25年12月1日 078-594-5800 株式会社ＩＭＧ 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町二丁目２２番７号８０６

北 2875002970 株式会社 ＩＭＧ 介護予防福祉用具貸与 北区鈴蘭台西町三丁目１１番１号 平成25年12月1日 078-594-5800 株式会社ＩＭＧ 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町二丁目２２番７号８０６

北 2875004125 株式会社セイコー介護ショップオランジュ 福祉用具貸与 北区花山東町３−３２ 令和4年4月1日 078-586-5325 株式会社セイコー 兵庫県神戸市北区花山東町３−３２

北 2875004125 株式会社セイコー介護ショップオランジュ 介護予防福祉用具貸与 北区花山東町３−３２ 令和4年4月1日 078-586-5325 株式会社セイコー 兵庫県神戸市北区花山東町３−３２

北 2875004158 株式会社キャディ 福祉用具貸与 北区大池見山台１４−１９５ 令和4年7月1日 078-595-7624 株式会社キャディ 兵庫県神戸市北区大池見山台１４−１９５

北 2875004158 株式会社キャディ 介護予防福祉用具貸与 北区大池見山台１４−１９５ 令和4年7月1日 078-595-7624 株式会社キャディ 兵庫県神戸市北区大池見山台１４−１９５

⾧田 2870600893 メゾンデール福祉用具サービス 福祉用具貸与 ⾧田区腕塚町６丁目１−１６−１０１−１アスタくにづか２番館北棟１F 平成16年3月1日 078-621-5466 株式会社メゾンデール 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町６丁目１−１６−１０１−１

⾧田 2870600893 メゾンデール福祉用具サービス 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区腕塚町６丁目１−１６−１０１−１アスタくにづか２番館北棟１F 平成18年4月1日 078-621-5466 株式会社メゾンデール 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町６丁目１−１６−１０１−１

⾧田 2870601206 株式会社セリオ 神戸福祉用具貸与事業所 福祉用具貸与 ⾧田区一番町5丁目8−2 平成17年5月1日 078-945-7652 株式会社セリオ 静岡県浜松市北区東三方町２５８-１

⾧田 2870601206 株式会社セリオ 神戸福祉用具貸与事業所 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区一番町5丁目8−2 平成18年4月1日 078-945-7652 株式会社セリオ 静岡県浜松市北区東三方町２５８-１

⾧田 2870601685 メッセケアアシスト 福祉用具貸与 ⾧田区庄山町１丁目４−２１ドルフィンズマンション板宿１階 平成19年5月1日 078-621-5711 メッセユニバース株式会社 兵庫県神戸市中央区御幸通８丁目１−６神戸国際会館２２階

⾧田 2870601685 メッセケアアシスト 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区庄山町１丁目４−２１ドルフィンズマンション板宿１階 平成19年5月1日 078-621-5711 メッセユニバース株式会社 兵庫県神戸市中央区御幸通８丁目１−６神戸国際会館２２階

⾧田 2870601800 介護ショップきょうどう 福祉用具貸与 ⾧田区腕塚町２丁目１−１５ １階 平成20年1月1日 078-641-4444 株式会社クリエイト兵庫 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町２丁目１−１５

⾧田 2870601800 介護ショップきょうどう 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区腕塚町２丁目１−１５ １階 平成20年1月1日 078-641-4444 株式会社クリエイト兵庫 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町２丁目１−１５

⾧田 2870602428 あいぷらす 福祉用具貸与 ⾧田区海運町２丁目１−２ 平成23年6月1日 078-736-5288 株式会社あいぷらす 兵庫県神戸市⾧田区海運町２丁目１番２号

⾧田 2870602428 あいぷらす 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区海運町２丁目１−２ 平成18年4月1日 078-736-5288 株式会社あいぷらす 兵庫県神戸市⾧田区海運町２丁目１番２号

⾧田 2870602618 介護しょっぷ 愛の園 福祉用具貸与 ⾧田区大塚町5丁目1番7号 平成25年7月1日 078-646-2821 社会福祉法人ぶどうの枝福祉会 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字野路山１０５３

⾧田 2870602618 介護しょっぷ 愛の園 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区大塚町5丁目1番7号 平成25年7月1日 078-646-2821 社会福祉法人ぶどうの枝福祉会 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字野路山１０５３

⾧田 2870602899 アイビーメディカル株式会社 福祉用具貸与・販売事業所 福祉用具貸与 ⾧田区御蔵通５丁目２０５−３ 平成27年6月1日 078-575-1105 アイビーメディカル株式会社 兵庫県神戸市⾧田区御蔵通５丁目２０５−３

⾧田 2870602899 アイビーメディカル株式会社 福祉用具貸与・販売事業所 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区御蔵通５丁目２０５−３ 平成27年6月1日 078-575-1105 アイビーメディカル株式会社 兵庫県神戸市⾧田区御蔵通５丁目２０５−３

⾧田 2870603335 フィジオデザイン 福祉用具貸与 ⾧田区二葉町6丁目7番1号105 アスタくにづか6番館北棟105 令和1年10月1日 078-797-4310 株式会社ＰＬＡＳＴ 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町4-2-1



⾧田 2870603335 フィジオデザイン 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区二葉町6丁目7番1号105 アスタくにづか6番館北棟105 令和1年10月1日 078-797-4310 株式会社ＰＬＡＳＴ 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町4-2-1

⾧田 2870603343 ひかるケアサービス⾧田 福祉用具貸与 ⾧田区北町一丁目39番地の1 令和1年10月1日 078-531-5505 株式会社ひかるケアサービス 兵庫県神戸市⾧田区北町一丁目39番地の1

⾧田 2870603343 ひかるケアサービス⾧田 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区北町一丁目39番地の1 令和1年10月1日 078-531-5505 株式会社ひかるケアサービス 兵庫県神戸市⾧田区北町一丁目39番地の1

⾧田 2870603350 テクノエイドセンター 福祉用具貸与 ⾧田区花山町2丁目11番23号 令和1年12月1日 078-612-8202 株式会社ライフ・クリエイト・パートナーズ 兵庫県神戸市⾧田区花山町ニ丁目11番23号

⾧田 2870603350 テクノエイドセンター 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区花山町2丁目11番23号 令和1年12月1日 078-612-8202 株式会社ライフ・クリエイト・パートナーズ 兵庫県神戸市⾧田区花山町ニ丁目11番23号

⾧田 2870603392 としとランド神戸店 福祉用具貸与 ⾧田区日吉町二丁目１番２号アスタピア新⾧田公園通り102号 令和2年5月1日 078-742-7206 株式会社グリット 大阪府吹田市江坂町一丁目６番６号

⾧田 2870603392 としとランド神戸店 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区日吉町二丁目１番２号アスタピア新⾧田公園通り102号 令和2年5月1日 078-742-7206 株式会社グリット 大阪府吹田市江坂町一丁目６番６号

⾧田 2870603566 ケアリンク 福祉用具貸与 ⾧田区房王寺町３ー１０ー１２ 令和4年3月1日 078-224-5489 株式会社ケアリンク 兵庫県神戸市⾧田区房王寺町３ー１０ー１２

⾧田 2870603566 ケアリンク 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区房王寺町３ー１０ー１２ 令和4年3月1日 078-224-5489 株式会社ケアリンク 兵庫県神戸市⾧田区房王寺町３ー１０ー１２

⾧田 2870603731 ライフワン 神戸 福祉用具貸与 ⾧田区平和台町２-４-13-101 令和5年4月1日 078-798-6336 株式会社ＬｉｆｅＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ 大阪府吹田市山田南６番８号

⾧田 2870603731 ライフワン 神戸 介護予防福祉用具貸与 ⾧田区平和台町２-４-13-101 令和5年4月1日 078-798-6336 株式会社ＬｉｆｅＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ 大阪府吹田市山田南６番８号

須磨 2870702194 介護ショップはるか 福祉用具貸与 須磨区大池町２丁目１−２８−１０２ 平成23年4月15日 078-735-5007 株式会社はるか 兵庫県神戸市須磨区大池町２丁目１−２８−１０２

須磨 2870702194 介護ショップはるか 介護予防福祉用具貸与 須磨区大池町２丁目１−２８−１０２ 平成23年4月15日 078-735-5007 株式会社はるか 兵庫県神戸市須磨区大池町２丁目１−２８−１０２

須磨 2870703069 介護ステーション たすけあい 福祉用具貸与 須磨区北落合２丁目５−１０ 平成24年8月1日 078-792-0181 特定非営利活動法人神戸西助け合いネットワーク 兵庫県神戸市須磨区西落合２丁目１−６

須磨 2870703069 介護ステーション たすけあい 介護予防福祉用具貸与 須磨区北落合２丁目５−１０ 平成24年8月1日 078-792-0181 特定非営利活動法人神戸西助け合いネットワーク 兵庫県神戸市須磨区西落合２丁目１−６

須磨 2870703200 株式会社 たんぽぽ 福祉用具貸与 須磨区弥栄台4丁目1番4 平成26年4月1日 078-795-6006 株式会社たんぽぽ 兵庫県神戸市須磨区弥栄台4丁目1番4

須磨 2870703200 株式会社 たんぽぽ 介護予防福祉用具貸与 須磨区弥栄台4丁目1番4 平成30年4月1日 078-795-6006 株式会社たんぽぽ 兵庫県神戸市須磨区弥栄台4丁目1番4

須磨 2870703499 介護しょっぷ神港園 福祉用具貸与 須磨区白川台１丁目３４−１ 令和4年5月1日 078-791-3223 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東字丸々岡１１８８番地の３４５

須磨 2870703499 介護しょっぷ神港園 介護予防福祉用具貸与 須磨区白川台１丁目３４−１ 令和4年5月1日 078-791-3223 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東字丸々岡１１８８番地の３４５

須磨 2870703531 株式会社ライフワークス 福祉用具貸与 須磨区車字道谷山３-９ 令和5年2月1日 078-945-5501 株式会社ライフワークス 兵庫県神戸市西区南別府４丁目204番地の１グリーンヴィレッジ南別府Ｅ-201号

須磨 2870703531 株式会社ライフワークス 介護予防福祉用具貸与 須磨区車字道谷山３-９ 令和5年2月1日 078-945-5501 株式会社ライフワークス 兵庫県神戸市西区南別府４丁目204番地の１グリーンヴィレッジ南別府Ｅ-201号

垂水 2870800105 株式会社髙城タカジョウメディカル垂水営業所 福祉用具貸与 垂水区坂上1丁目1-23第二山陽マンション102 平成12年4月1日 078-647-7331 株式会社髙城 兵庫県神戸市兵庫区湊川町５丁目１０番１１号

垂水 2870800105 株式会社髙城タカジョウメディカル垂水営業所 介護予防福祉用具貸与 垂水区坂上1丁目1-23第二山陽マンション102 平成18年4月1日 078-647-7331 株式会社髙城 兵庫県神戸市兵庫区湊川町５丁目１０番１１号

垂水 2870800329 テツコの部屋指定福祉用具貸与事業所 福祉用具貸与 垂水区下畑町小坂７１ 平成12年4月1日 078-753-3205 有限会社まつもと 兵庫県神戸市垂水区下畑町小坂７１

垂水 2870800329 テツコの部屋指定福祉用具貸与事業所 介護予防福祉用具貸与 垂水区下畑町小坂７１ 平成18年4月1日 078-753-3205 有限会社まつもと 兵庫県神戸市垂水区下畑町小坂７１

垂水 2870800741 ダスキンヘルスレント舞子ステーション 福祉用具貸与 垂水区本多聞１丁目６−６ 平成14年3月1日 078-783-1919 株式会社ビジョン 兵庫県神戸市垂水区本多聞１丁目６−６

垂水 2870800741 ダスキンヘルスレント舞子ステーション 介護予防福祉用具貸与 垂水区本多聞１丁目６−６ 平成18年4月1日 078-783-1919 株式会社ビジョン 兵庫県神戸市垂水区本多聞１丁目６−６

垂水 2870802135 ケアサポート西本 福祉用具貸与 垂水区福田３−４−１４ 平成19年9月1日 078-704-2121 株式会社西本 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通４丁目７−８

垂水 2870802135 ケアサポート西本 介護予防福祉用具貸与 垂水区福田３−４−１４ 平成19年9月1日 078-704-2121 株式会社西本 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通４丁目７−８



垂水 2870802895 家具の福屋Ｆiｔｚ小束山店 福祉用具貸与 垂水区小束山本町1丁目１−１ 平成24年4月1日 078-786-0298 株式会社福屋 兵庫県神戸市垂水区小束山本町1丁目１−１

垂水 2870802895 家具の福屋Ｆiｔｚ小束山店 介護予防福祉用具貸与 垂水区小束山本町1丁目１−１ 平成24年4月1日 078-786-0298 株式会社福屋 兵庫県神戸市垂水区小束山本町1丁目１−１

垂水 2870802903 リビングながおか 福祉用具貸与 垂水区舞子坂３丁目１−５ 平成24年4月1日 078-783-0012 有限会社⾧岡家具工芸 兵庫県神戸市垂水区舞子坂３丁目１−５

垂水 2870802903 リビングながおか 介護予防福祉用具貸与 垂水区舞子坂３丁目１−５ 平成24年4月1日 078-783-0012 有限会社⾧岡家具工芸 兵庫県神戸市垂水区舞子坂３丁目１−５

垂水 2870802937 マリーゴールドケアサービス 福祉用具貸与 垂水区高丸４丁目８−２１ 平成28年4月1日 078-786-3301 株式会社マリーゴールド 兵庫県神戸市垂水区神陵台7丁目3-10

垂水 2870802937 マリーゴールドケアサービス 介護予防福祉用具貸与 垂水区高丸４丁目８−２１ 平成28年4月1日 078-786-3301 株式会社マリーゴールド 兵庫県神戸市垂水区神陵台7丁目3-10

垂水 2870803232 株式会社リライフ 福祉用具貸与 垂水区大町一丁目１番１１号 平成26年2月1日 078-704-3330 株式会社リライフ 兵庫県神戸市垂水区大町一丁目１番１１号

垂水 2870803232 株式会社リライフ 介護予防福祉用具貸与 垂水区大町一丁目１番１１号 平成26年2月1日 078-704-3330 株式会社リライフ 兵庫県神戸市垂水区大町一丁目１番１１号

垂水 2870803661 株式会社リエゾン 福祉用具貸与 垂水区星が丘１丁目１−３１ 平成28年8月1日 078-706-0040 株式会社リエゾン 兵庫県神戸市垂水区星が丘１丁目１−３１

垂水 2870803661 株式会社リエゾン 介護予防福祉用具貸与 垂水区星が丘１丁目１−３１ 平成28年8月1日 078-706-0040 株式会社リエゾン 兵庫県神戸市垂水区星が丘１丁目１−３１

垂水 2870804487 イングレンタルサービス 福祉用具貸与 垂水区神陵台3−2−1−12 令和4年1月1日 078-777-6524 株式会社ＯＮＥＳＴＥＰ 兵庫県神戸市須磨区戎町３丁目１−８ グランディアルネ板宿２０１

垂水 2870804487 イングレンタルサービス 介護予防福祉用具貸与 垂水区神陵台3−2−1−12 令和4年1月1日 078-777-6524 株式会社ＯＮＥＳＴＥＰ 兵庫県神戸市須磨区戎町３丁目１−８ グランディアルネ板宿２０１

西 2875200475 株式会社アーサ 福祉用具貸与 西区伊川谷町有瀬６２４-１ 平成12年4月1日 078-975-1700 株式会社アーサ 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬６２４−１

西 2875200475 株式会社アーサ 介護予防福祉用具貸与 西区伊川谷町有瀬６２４-１ 平成18年4月1日 078-975-1700 株式会社アーサ 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬６２４−１

西 2875201010 ダスキンヘルスレント神戸西ステーション 福祉用具貸与 西区伊川谷町有瀬1290−4 平成14年6月1日 078-940-9718 株式会社ダスキンユニオン 兵庫県加古川市野口町坂元３２９−６０

西 2875201010 ダスキンヘルスレント神戸西ステーション 介護予防福祉用具貸与 西区伊川谷町有瀬1290−4 平成18年4月1日 078-940-9718 株式会社ダスキンユニオン 兵庫県加古川市野口町坂元３２９−６０

西 2875201093 介護ショップひまわり西神戸店 福祉用具貸与 西区大津和３丁目６−８ 平成14年10月1日 078-977-0288 株式会社ひまわり 兵庫県神戸市中央区江戸町９５

西 2875201093 介護ショップひまわり西神戸店 介護予防福祉用具貸与 西区大津和３丁目６−８ 平成18年4月1日 078-977-0288 株式会社ひまわり 兵庫県神戸市中央区江戸町９５

西 2875201440 株式会社三笑堂神戸支店 福祉用具貸与 西区北別府４丁目２１０１−１ 平成15年11月15日 078-974-7777 株式会社三笑堂 京都府京都市南区上鳥羽大物町６８

西 2875201440 株式会社三笑堂神戸支店 介護予防福祉用具貸与 西区北別府４丁目２１０１−１ 平成18年4月1日 078-974-7777 株式会社三笑堂 京都府京都市南区上鳥羽大物町６８

西 2875201515 株式会社ユーサーブ 福祉用具貸与 西区福吉台２丁目２５−１７ 平成16年2月1日 078-967-5959 株式会社ユーサーブ 兵庫県神戸市西区福吉台２丁目２５−１７

西 2875201903 株式会社トーカイ神戸営業所 福祉用具貸与 西区大津和３丁目１−１ 平成16年12月1日 078-978-1165 株式会社トーカイ 岐阜県岐阜市若宮町９-１６

西 2875201903 株式会社トーカイ神戸営業所 介護予防福祉用具貸与 西区大津和３丁目１−１ 平成18年4月1日 078-978-1165 株式会社トーカイ 岐阜県岐阜市若宮町９-１６

西 2875201945 株式会社星医療酸器関西西神戸営業所 福祉用具貸与 西区伊川谷町潤和字近角７７０-３ 平成16年12月1日 078-974-8008 株式会社星医療酸器関西 大阪府交野市私部西５丁目３２−２５

西 2875202091 サンベビー株式会社 福祉用具貸与 西区上新地３丁目２-９ 平成17年6月1日 078-969-2525 サンベビー株式会社 兵庫県神戸市西区上新地３丁目２-９

西 2875202091 サンベビー株式会社 介護予防福祉用具貸与 西区上新地３丁目２-９ 平成22年7月1日 078-969-2525 サンベビー株式会社 兵庫県神戸市西区上新地３丁目２-９

西 2875202265 株式会社ゴトウ・アズ・プランニング神戸西店 福祉用具貸与 西区玉津町高津橋124-1 平成17年12月1日 0120-810-510 株式会社ゴトウ・アズ・プランニング 兵庫県姫路市豊富町御蔭500-93

西 2875202265 株式会社ゴトウ・アズ・プランニング神戸西店 介護予防福祉用具貸与 西区玉津町高津橋124-1 平成18年4月1日 0120-810-510 株式会社ゴトウ・アズ・プランニング 兵庫県姫路市豊富町御蔭500-93

西 2875203248 プロエイドリハ・リハ 福祉用具貸与 西区前開南町２丁目１３−１４ 平成23年6月15日 078-995-8574 株式会社セラピット 兵庫県神戸市西区前開南町２丁目１３−５



西 2875203248 プロエイドリハ・リハ 介護予防福祉用具貸与 西区前開南町２丁目１３−１４ 平成23年6月15日 078-995-8574 株式会社セラピット 兵庫県神戸市西区前開南町２丁目１３−５

西 2875203271 株式会社フラッシュ神戸営業所 福祉用具貸与 西区宮下１丁目１６−６ 平成23年6月2日 078-925-1165 株式会社フラッシュ 兵庫県神戸市西区宮下１丁目１６−６

西 2875203271 株式会社フラッシュ神戸営業所 介護予防福祉用具貸与 西区宮下１丁目１６−６ 平成23年6月2日 078-925-1165 株式会社フラッシュ 兵庫県神戸市西区宮下１丁目１６−６

西 2875204360 ライフサポートきら星 福祉用具貸与 西区南別府２丁目１５−１２ 平成28年6月1日 078-963-6555 医療法人社団阿部医院 兵庫県明石市朝霧町３丁目１５−１２

西 2875204360 ライフサポートきら星 介護予防福祉用具貸与 西区南別府２丁目１５−１２ 平成28年6月1日 078-963-6555 医療法人社団阿部医院 兵庫県明石市朝霧町３丁目１５−１２

西 2875204998 やさしい手住環境事業部神戸営業所 福祉用具貸与 西区大津和３−６−４ｼｬﾙﾏﾝﾃﾞｨｱﾝﾄｽ１階１０１号 令和2年11月1日 078-389-0147 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋２丁目２４−３

西 2875204998 やさしい手住環境事業部神戸営業所 介護予防福祉用具貸与 西区大津和３−６−４ｼｬﾙﾏﾝﾃﾞｨｱﾝﾄｽ１階１０１号 令和2年11月1日 078-389-0147 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋２丁目２４−３

西 2875205201 介護ショップもも 福祉用具貸与 西区伊川谷町潤和1747-2ヘルブラオ1階 令和5年2月1日 078-965-6875 株式会社ｍｏｍｏｋｉｃｈｉ 兵庫県神戸市西区王塚台７丁目103番地

西 2875205201 介護ショップもも 介護予防福祉用具貸与 西区伊川谷町潤和1747-2ヘルブラオ1階 令和5年2月1日 078-965-6875 株式会社ｍｏｍｏｋｉｃｈｉ 兵庫県神戸市西区王塚台７丁目103番地


