
R5.4.1時点事業所数

地域密着型通所介護

東灘 17

灘 25

中央 22

兵庫 22

北 21

⾧田 24

須磨 22

垂水 26

西 30

総計 209

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 2870100340 住吉南町デイサービスセンター 地域密着型通所介護 東灘区住吉南町４−６−２６ 平成28年4月1日 078-846-7670 社会福祉法人二人同心会 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町３丁目４−１７

東灘 2870101280 うみのほし魚崎デイサービスセンター 地域密着型通所介護 東灘区魚崎南町８丁目１０−１０ 平成28年4月1日 078-453-9871 社会福祉法人神戸海星会 兵庫県神戸市灘区篠原北町三丁目１１番１５号

東灘 2870102270 東灘リハビリデイサービス 地域密着型通所介護 東灘区北青木３丁目７−２ 平成28年4月1日 078-411-1508 有限会社ホリスティック・ボンド 兵庫県神戸市東灘区深江北町三丁目１０−１２

東灘 2870102312 あいの郷 地域密着型通所介護 東灘区魚崎中町４丁目２−４ 平成28年4月1日 078-435-2915 特定非営利活動法人ケアット 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町２丁目３−５

東灘 2870102452 スミリンケアライフ株式会社リハ倶楽部エレガーノ本山中町 地域密着型通所介護 東灘区本山中町4丁目９−３ 本山中町カチフラット 平成28年4月1日 078-411-4188 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

東灘 2870102510 オアシスデイサービスセンター 地域密着型通所介護 東灘区森南町１丁目１２−１３ 平成28年4月1日 078-414-3277 株式会社RL 兵庫県神戸市東灘区森南町１丁目１２−１３

東灘 2870102700 あかり機能訓練デイサービス 地域密着型通所介護 東灘区甲南町３−９−５ワコーレファラオ甲南ＥＡＳＴ１０２ 平成28年4月1日 078-452-9988 株式会社あかりみらい 兵庫県神戸市灘区大和町三丁目３番１４ 大和スカイハイツ５０１号

東灘 2870102718 デイサービス ソラスト住吉川 地域密着型通所介護 東灘区住吉南町２−１１−１２ モアライフ住吉川南１０１号 平成28年4月1日 078-858-7755 株式会社ソラスト 東京都港区港南1丁目7番18号

東灘 2870102759 樹楽 神戸住吉 地域密着型通所介護 東灘区住吉宮町２−１３−１１ 平成28年4月1日 050-3620-5868 アトム・ハーツ合同会社 兵庫県神戸市東灘区本山北町三丁目９番１１号

東灘 2870102775 すぎちゃんデイサービス 地域密着型通所介護 東灘区甲南町四丁目11番10号 LA・KONAN１階 平成28年4月1日 078-862-3424 株式会社ネオフェニックス 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町六丁目2番2号

東灘 2870102825 ポラリスデイサービスセンター住吉 地域密着型通所介護 東灘区住吉本町1丁目10-46 アメニティコート住吉本町 平成28年4月1日 078-855-6084 株式会社ポラリス 兵庫県宝塚市旭町３−９−１ ポラリス本社ビル２Ｆ

東灘 2870103039 やすらぎデイサービスつどい 地域密着型通所介護 東灘区本山南町５丁目１−１０アビリティ岡本南１０１ 平成28年4月1日 078-411-0066 株式会社ウィステリアス 兵庫県神戸市東灘区本山南町５丁目１−１０アビリティ岡本南１０１

東灘 2870103161 リハビリデイサービス・さんぼんのき 地域密着型通所介護 東灘区住吉南町三丁目４番８号 サニーコート住吉１階 平成29年7月1日 078-856-8588 株式会社三本の木 兵庫県神戸市東灘区住吉南町三丁目４番８号

東灘 2890100312 アズリック東灘 地域密着型通所介護 東灘区青木二丁目１４番２１号 ロマンツェ東灘１階 平成30年4月1日 078-451-6621 アズリック株式会社 兵庫県神戸市東灘区青木二丁目１４番２１号

東灘 2890100320 レコードブック神戸住吉 地域密着型通所介護 東灘区田中町４丁目６−７ ハイマート東灘１０６号室 平成30年12月1日 078-803-8680 株式会社リファイン 兵庫県尼崎市南武庫之荘５丁目２０番４−３０１号



東灘 2890100395 Ｃａｎｖａｓ 住吉 地域密着型通所介護 東灘区住吉宮町３丁目６−１９ 令和3年10月1日 078-855-6600 株式会社ぱすてる 兵庫県神戸市中央区八雲通４−２−２

東灘 2890100411 デイサービス フルール 地域密着型通所介護 東灘区御影石町２丁目２３番４号 令和4年4月1日 078-224-2252 合同会社幸岳 兵庫県神戸市東灘区御影石町２丁目２３番４号

灘 2870200777 デイサービスセンター珠光庵 地域密着型通所介護 灘区宮山町１−２−２３ 平成28年4月1日 078-857-7276 有限会社オークケアステーション 兵庫県神戸市灘区宮山町１−２−２３

灘 2870200926 デイサービスケアウイング六甲 地域密着型通所介護 灘区大和町４丁目５−２５ 平成28年4月1日 078-821-4865 株式会社神戸介護ケアウイング 兵庫県神戸市灘区永手町１丁目１−１８２

灘 2870201429 ゆうゆう倶楽部 地域密着型通所介護 灘区篠原中町２丁目２−１２−１F北 平成28年4月1日 078-805-2585 合同会社ゆうゆう倶楽部 兵庫県神戸市灘区大和町三丁目２−１２−５０８

灘 2870201726 介護予防フィットネス デイサービスすたいる六甲 地域密着型通所介護 灘区桜口町２丁目３番１３−１０１号 シティライフ六甲道Ⅲ 平成28年4月1日 078-862-6394 株式会社StyleAgent 兵庫県神戸市中央区御幸通２丁目１番６号

灘 2870201742 愛の家 地域密着型通所介護 灘区灘南通３丁目３−１４ サンパレス六甲南１階 平成28年4月1日 078-862-6062 有限会社梅河 兵庫県神戸市灘区新在家南町４−１１−１０

灘 2870201916 デイサービスセンター山手接骨院げんきリハ 地域密着型通所介護 灘区森後町３丁目１−１３ 平成28年4月1日 078-855-5945 株式会社スポーツコンディショニングラボ 兵庫県西宮市甲子園口三丁目２０番１−１０１号

灘 2870201940 ライフケア神戸 地域密着型通所介護 灘区将軍通２丁目１−６ 平成28年4月1日 078-806-0238 株式会社ニュートラル 兵庫県神戸市東灘区本山中町４丁目３−１

灘 2870202005 よつ葉デイサービス篠原の憩い 地域密着型通所介護 灘区篠原北町2丁目2番9号水木六甲シルクハイツⅢ 101号室 平成28年4月1日 078-200-5397 株式会社C&C 兵庫県神戸市灘区城内通五丁目6番8号

灘 2870202096 アースサポート神戸灘 地域密着型通所介護 灘区将軍通三丁目４番１９号 令和5年2月1日 078-882-7600 アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町１−４−１４

灘 2870202112 デイサービス風の詩 地域密着型通所介護 灘区稗原町３丁目２−１１ マンション石崎１F 平成28年4月1日 078-855-4160 株式会社アップルコーポレーション 兵庫県神戸市灘区烏帽子町三丁目４番２１号

灘 2870202161 ステップ・リハ 地域密着型通所介護 灘区中原通二丁目５番１３号 平成28年4月1日 078-805-6667 株式会社プラスほっと 兵庫県神戸市灘区中原通二丁目５番１３号

灘 2870202179 Re studio六甲 地域密着型通所介護 灘区八幡町２丁目１３番３号 サンパール六甲１Ｆ 平成28年4月1日 078-414-7346 株式会社アールイーコンセプト 兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目4番15-2号

灘 2870202203 デイサービスセンターのどか 地域密着型通所介護 灘区篠原台８番２０号 平成28年4月1日 078-763-3834 株式会社のどか 兵庫県神戸市灘区篠原台８番２０号

灘 2870202286 デイサービスセンター元気 灘支店 地域密着型通所介護 灘区天城通五丁目１番１号 エクセレントマヤ南館１０３号 平成28年4月1日 078-862-9642 有限会社前田商会 兵庫県明石市大久保町森田１２９番地の８

灘 2870202294 Ｒｅ ｓｔｕｄｉｏ 六甲 Ａｎｎｅｘ 地域密着型通所介護 灘区永手町5-2-7 イソベビル102号室 平成28年4月1日 078-414-7346 株式会社アールイーコンセプト 兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目4番15-2号

灘 2870202351 デイサービスセンターオリンピア鶴甲 地域密着型通所介護 灘区鶴甲１丁目４番４号 平成28年4月1日 078-822-7098 社会福祉法人光朔会 兵庫県神戸市中央区生田町１丁目２−３２

灘 2870202377 ミック健康の森 六甲 地域密着型通所介護 灘区楠丘町５丁目６番１２号 ソレイユ六甲Ⅱ 平成28年4月1日 078-200-6702 株式会社ミック・ジャパン 大阪府大阪市旭区千林2−11−24

灘 2870202682 はんしんいきいきデイサービス神戸灘店 地域密着型通所介護 灘区記田町３丁目２−１５ ベルエール六甲道101 平成29年11月1日 078-856-0061 株式会社いきいきライフ阪急阪神 大阪府大阪市北区芝田１丁目１６番１号

灘 2890200112 笑福門みどりの郷 地域密着型通所介護 灘区鶴甲４−９−９ 平成30年4月1日 078-822-5071 一般社団法人みどりの郷 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町２−１３−１５

灘 2890200138 ウェルケアデイサービス 地域密着型通所介護 灘区城内通４丁目４−５ 平成30年12月1日 078-805-6661 株式会社さくら 兵庫県神戸市灘区備後町３丁目１番１７号

灘 2890200146 わーらいふ 地域密着型通所介護 灘区篠原南町６丁目５-２ 令和1年7月1日 078-882-4165 ＫＯＢＥ・ＫＩＲＡＫＵ株式会社 兵庫県神戸市⾧田区宮川町９丁目５-２

灘 2890200153 パワリハデイ セラピー 地域密着型通所介護 灘区水道筋5丁目1番3号 令和1年8月1日 078-891-7775 一般社団法人きずな会 兵庫県神戸市灘区水道筋5丁目１番３号

灘 2890200161 はるいろデイサービス国玉通 地域密着型通所介護 灘区国玉通3丁目1番13号 令和1年11月1日 078-862-9390 合同会社はるいろ 兵庫県神戸市灘区国玉通3丁目1番13号

灘 2890200211 手しごとデイサービス タブリエ 地域密着型通所介護 灘区曾和町２丁目１−２ メゾンクレール曽和１０１号室 令和4年9月1日 050-5526-2959 社会福祉法人神戸海星会 兵庫県神戸市灘区篠原北町三丁目１１番１５号

灘 2890200237 ｎｏｎデイサービス 地域密着型通所介護 灘区福住通1丁目1番18号 ル・パレ福住1Ｆ 令和5年1月1日 078-862-1065 ｎｏｎ合同会社 兵庫県神戸市灘区城内通2丁目3番14号 前羽アパート101

中央 2875101301 アーチ・デイサービス新神戸 地域密着型通所介護 中央区熊内町４丁目６−１７ 平成28年4月1日 078-231-0417 株式会社シーナ 兵庫県神戸市中央区中町通２丁目１−１８ JR神戸駅NNビル６階

中央 2875101368 医療法人社団杏園舎小沢医院そよ樹 地域密着型通所介護 中央区中山手通７丁目２３−７ 平成28年4月1日 078-362-1737 医療法人社団杏園舎小沢医院 兵庫県神戸市中央区中山手通７丁目２３−１６



中央 2875101632 はるか 地域密着型通所介護 中央区籠池通１丁目２−１６ 平成28年4月1日 078-242-2670 日本はるかケアライフ株式会社 兵庫県神戸市中央区籠池通１丁目２−１６

中央 2875102473 デイサービスあかね雲 地域密着型通所介護 中央区旭通２丁目９番５号 平成28年4月1日 078-252-8685 医療法人社団旭診療所 兵庫県神戸市中央区旭通２丁目４番５ー１０１号

中央 2875102556 アスカデイサービス 地域密着型通所介護 中央区宮本通３丁目１番５号 平成28年4月1日 078-241-5240 有限会社アスカケアライフ 兵庫県神戸市中央区宮本通三丁目１番３０号

中央 2875102622 ステラマリス三宮 地域密着型通所介護 中央区雲井通２丁目１−１ 平成28年4月1日 078-200-4649 株式会社ジャプス 兵庫県神戸市灘区篠原南町５丁目４−１１

中央 2875102903 デイサービスセンター ふれんど神戸中山手苑 地域密着型通所介護 中央区中山手通７丁目８番５号 平成28年4月1日 078-341-2334 有限会社シー・エル・エッチ 兵庫県神戸市中央区中山手通７丁目８−５

中央 2875102960 トア山手デイサービス 地域密着型通所介護 中央区中山手通３丁目２−１ トア山手・ザ神戸タワー 平成28年4月1日 078-335-6090 株式会社ハッピーエイジ 兵庫県神戸市北区大脇台２−３４

中央 2875102978 ミナトケアステーション 地域密着型通所介護 中央区港島南町５丁目２番１０号 平成28年4月1日 078-306-1713 ミナト医科学株式会社 大阪府大阪市淀川区新北野３丁目１３番１１号

中央 2875103166 レジデンス神仙寺しんあいデイサービス 地域密着型通所介護 中央区神仙寺通4-3-14 平成28年4月1日 078-261-0085 社会福祉法人イエス団 兵庫県神戸市中央区吾妻通５丁目２−２０

中央 2875103174 デイサービス サンケア 地域密着型通所介護 中央区琴ノ緒町3-2-24 平成30年4月1日 078-242-8000 医療法人社団三聖会 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4-2-5

中央 2875103273 あいアップリハビリデイサービス 地域密着型通所介護 中央区相生町５丁目１２番１８号 柳ビル１階 平成28年4月1日 078-779-2449 合同会社ａｉｒ−Ｅ 兵庫県神戸市中央区相生町５丁目１２番１８号 柳ビル１階

中央 2875103331 デイナーシング ぐらんど 地域密着型通所介護 中央区脇浜町３丁目５−２２−２ 平成28年4月1日 078-221-4411 株式会社さんゆう 兵庫県神戸市中央区脇浜町３丁目５−２２−２

中央 2875103414 一般社団法人みそのホーム 地域密着型通所介護 中央区籠池通一丁目３番14号 平成28年4月1日 078-779-8887 一般社団法人みそのホーム 兵庫県神戸市中央区籠池通一丁目3番14号

中央 2875103448 デイサービス ドゥーボ 地域密着型通所介護 中央区山本通五丁目４番３号ＲＧマンション１階 平成28年4月1日 078-362-5099 株式会社意念堂 兵庫県神戸市中央区山本通五丁目４番３号ＲＧマンション１階

中央 2875103604 Canvas 神戸 地域密着型通所介護 中央区八雲通４−２−２ 平成29年1月1日 078-231-8881 株式会社ぱすてる 兵庫県神戸市中央区八雲通４−２−２

中央 2875103612 デイ・スタジオ 地域密着型通所介護 中央区東雲通２丁目６番１２号 平成29年1月1日 078-862-5101 一般社団法人リハビスト 兵庫県神戸市中央区東雲通二丁目６番１２号

中央 2875103828 デイサービスゆかり 地域密着型通所介護 中央区国香通2丁目3番7 国香マンション101号 平成30年1月1日 078-230-2017 合同会社南 兵庫県神戸市兵庫区五宮町19番9-103号

中央 2895100101 デイサービス ハッピーハウス 地域密着型通所介護 中央区旭通３丁目２−１０ 平成31年2月1日 078-231-3228 フクシクラフト株式会社 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目２−２５

中央 2895100119 リハフィットネス THREE TREES 地域密着型通所介護 中央区神若通1-1-3 令和2年3月1日 078-221-0888 株式会社THREETREES 兵庫県神戸市西区学園東町4-36-8

中央 2895100143 デイサービス すいれん 地域密着型通所介護 中央区籠池通１丁目２番１８号 令和3年7月1日 078-803-8601 株式会社神緑苑 兵庫県神戸市中央区籠池通１丁目２番１８号

中央 2895100150 くるみリハ 地域密着型通所介護 中央区坂口通５丁目３番１２号杉原ビル１０３号 令和4年3月1日 078-242-0036 株式会社ＦＳＦ 兵庫県神戸市中央区坂口通５丁目３番１２号

兵庫 2870500390 デイサービス モーツァルトいのり 地域密着型通所介護 兵庫区松原通２丁目１番１７−１号 平成30年12月1日 078-682-1882 社会福祉法人フジの会 京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町３７−１

兵庫 2870500937 デイサービスセンターあいらんど 地域密着型通所介護 兵庫区西上橘通１丁目１-８ルミナスコート１階 平成28年4月1日 078-579-9630 株式会社ライテック 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通１丁目１-８

兵庫 2870501232 デイサービスセンターオリンピア兵庫 地域密着型通所介護 兵庫区小松通5丁目1番14号 平成28年4月1日 078-671-7065 社会福祉法人光朔会 兵庫県神戸市中央区生田町１丁目２−３２

兵庫 2870502099 リハメイトＫＯＢＥ esteem 地域密着型通所介護 兵庫区兵庫町２丁目１番１９号 平成28年4月1日 078-671-8001 有限会社リハネット 兵庫県神戸市北区若葉台３丁目２−２

兵庫 2870502297 ララハートデイサービスセンター 地域密着型通所介護 兵庫区石井町２丁目３−８ 平成28年4月1日 078-575-4765 ララ・ハートなごみケアー合同会社 兵庫県神戸市北区花山台４−２２

兵庫 2870502321 柔らかリハビリデイサービス 地域密着型通所介護 兵庫区塚本通２丁目２−２５兵庫県柔道整復師会館４階 平成28年4月1日 078-576-6022 一般社団法人兵庫県柔道整復師会 兵庫県神戸市兵庫区塚本通２丁目２−２５

兵庫 2870502347 リハビリ特化型機能訓練デイサービスＥ−デイ熊野橋 地域密着型通所介護 兵庫区湊川町５丁目２−１ホワイトビル１Ｆ 平成28年4月1日 078-599-6227 株式会社ＥＯＭＧジャパン 兵庫県神戸市中央区二宮町３丁目１５−８−５０５号

兵庫 2870502370 デイサービスえいと 地域密着型通所介護 兵庫区湊川町８丁目１７-１０アベニュー夢野１階 平成28年4月1日 078-955-2220 セブンウェイブ合同会社 兵庫県神戸市中央区諏訪山町１−１６

兵庫 2870502420 デイサービスあさんて 地域密着型通所介護 兵庫区矢部町20-13 平成28年4月1日 078-381-7127 株式会社なごみ 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通４丁目１番１号兵庫駅前ビル201



兵庫 2870502578 デイサービスまめ福 地域密着型通所介護 兵庫区大開通５丁目１−１５ 平成28年4月1日 078-512-2785 株式会社豆福 兵庫県神戸市兵庫区大開通５丁目１−１５

兵庫 2870502768 アーチ・デイサービス 大開 地域密着型通所介護 兵庫区大開通５丁目２−２２ 平成28年4月1日 078-576-0417 株式会社シーナ 兵庫県神戸市中央区中町通２丁目１−１８ JR神戸駅NNビル６階

兵庫 2870502826 デイサービス木の実 地域密着型通所介護 兵庫区荒田町４丁目７番１１号 平成28年4月1日 078-599-7570 合同会社みづき 兵庫県神戸市兵庫区水木通３丁目１番３号

兵庫 2870502966 デイサービス リヴィラ 地域密着型通所介護 兵庫区本町一丁目１番１８号 平成28年4月1日 078-381-5543 株式会社杏花 兵庫県神戸市兵庫区本町一丁目1番18号

兵庫 2870502982 にこにこデイサービス兵庫 地域密着型通所介護 兵庫区兵庫町２丁目１−３５ 平成28年4月1日 078-681-6233 ユニウェル株式会社 兵庫県神戸市西区王塚台５丁目３４−１

兵庫 2870503014 真愛たきやまデイサービス 地域密着型通所介護 兵庫区滝山町511番地 平成28年4月1日 078-595-9401 社会福祉法人イエス団 兵庫県神戸市中央区吾妻通5丁目2番20号 賀川記念館3F

兵庫 2870503071 フィジカルサポートデイサービス 地域密着型通所介護 兵庫区湊町４丁目２−１２−１０３号 平成28年4月1日 078-578-2121 有限会社神戸フィジカルサポート 兵庫県神戸市兵庫区湊町４丁目２−１２−１０３号

兵庫 2870503162 デイサービスセンター ベストウェル兵庫 地域密着型通所介護 兵庫区荒田町２丁目７−１３ 平成28年7月1日 078-578-8014 株式会社ベストウェル 兵庫県神戸市兵庫区荒田町２丁目7-13

兵庫 2870503295 ポシブル神戸中央 地域密着型通所介護 兵庫区下祇園町２１番４号 ３Ｆ 平成29年4月1日 078-351-3520 株式会社クレセール 兵庫県尼崎市東園田町二丁目１０番地の１

兵庫 2890500180 デイサービス 箒星 地域密着型通所介護 兵庫区西多聞通２丁目１−１９ ジョイフル兵庫１０１号室 平成29年1月1日 078-577-0161 株式会社箒星舎 兵庫県神戸市中央区下山手通８丁目１３番１５号

兵庫 2890500214 レコードブック兵庫駅前 地域密着型通所介護 兵庫区入江通3-1-27 令和2年2月1日 078-515-6195 ミヤコ電子株式会社 兵庫県神戸市中央区相生町４−３−１−４０２

兵庫 2890500230 デイサービスらしく１号館 地域密着型通所介護 兵庫区荒田町１丁目１０−３ 井上ビル１F 令和3年6月1日 078-579-9005 株式会社コミクト 兵庫県神戸市中央区筒井町３丁目２番２５号

兵庫 2890500255 平野デイサービスセンターここび 地域密着型通所介護 兵庫区平野町字服山１８２−４ 令和4年5月1日 078-362-2750 株式会社らくわ 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通１丁目１番８号

北 2875001634 デイサービスセンターひだまり 地域密着型通所介護 北区有野町有野2073-42 平成28年4月1日 078-982-8366 有限会社陽だまり 兵庫県神戸市北区有野町有野2073-42

北 2875001709 デイサービス広陵 地域密着型通所介護 北区広陵町６丁目７０番地 平成28年4月1日 078-583-9837 有限会社広陵介護センター 兵庫県神戸市北区広陵町６丁目７０番地

北 2875002244 梅香園デイサービスセンター 地域密着型通所介護 北区山田町小部字南山２−３５ 平成28年4月1日 078-595-2001 社会福祉法人やすらぎ福祉会 兵庫県神戸市北区山田町小部字惣六畑山８番地の８８

北 2875002400 より処いっぷく 地域密着型通所介護 北区南五葉1丁目１西鈴名店街１０４号 平成28年4月1日 078-907-6473 一般社団法人より処いっぷく 兵庫県神戸市北区南五葉１丁目１−１鈴蘭台第４団地１号棟１０４号

北 2875002533 神港園西鈴蘭台デイサービスほっと 地域密着型通所介護 北区南五葉１丁目２−３０濵岡ビル１０２号 平成28年4月1日 078-593-2777 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

北 2875002624 デイサービスセンターわらく 地域密着型通所介護 北区鈴蘭台西町3丁目7-2 平成28年4月1日 078-594-1510 和楽株式会社 兵庫県神戸市北区藤原台南町４丁目１５−３

北 2875002632 憩里デイサービスセンターからと 地域密着型通所介護 北区唐櫃六甲台１０−６ 平成28年4月1日 078-907-5441 株式会社クリエーション介護 兵庫県神戸市中央区布引町２丁目１−７

北 2875002780 デイサービスまどか 地域密着型通所介護 北区有野台７丁目９−１０ 平成28年4月1日 078-595-8999 株式会社オフィス・ゼロ 兵庫県神戸市北区有野台7丁目9-10

北 2875002889 憩里デイサービスセンター星和台 地域密着型通所介護 北区星和台５丁目７−７０ 平成28年4月1日 078-763-0050 株式会社クリエーション介護 兵庫県神戸市中央区布引町２丁目１−７

北 2875002905 takk 地域密着型通所介護 北区鈴蘭台北町４丁目１−２０−１０３ 平成28年4月1日 078-593-1395 WITHTHESMILE合同会社 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町４丁目１−２０−１０３

北 2875002947 砂のあしあとデイサービス 地域密着型通所介護 北区藤原台南町四丁目15番13号 平成28年4月1日 078-982-1860 株式会社フレンズ 兵庫県神戸市北区藤原台南町四丁目15番13号

北 2875003069 デイサービスはるの家 地域密着型通所介護 北区緑町五丁目２番７号 平成28年4月1日 078-581-7725 株式会社ユメゾウ 兵庫県神戸市北区緑町五丁目２番７号

北 2875003218 茶話本舗デイサービス すずらん亭 地域密着型通所介護 北区鈴蘭台北町５丁目２−３ 平成28年4月1日 078-593-0651 株式会社ＳＢＳカンパニー 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町５丁目２−３

北 2895000400 デイサービス リバティー 地域密着型通所介護 北区山田町小部字向井谷1-1 令和1年9月1日 078-595-2444 株式会社フォーユウ・サプライ 兵庫県神戸市北区山田町小部字向井谷1-1

北 2895000426 レコードブック神戸西鈴蘭台 地域密着型通所介護 北区鳴子２丁目１７番２号 令和2年5月1日 078-940-4253 ユーラシア大陸株式会社 兵庫県神戸市北区桂木三丁目32番の2

北 2895000442 リハビリデイ ラビットサン 地域密着型通所介護 北区谷上東町17番18号 令和2年9月1日 078-586-3012 株式会社ラビットサン 兵庫県神戸市北区谷上東町17番18号



北 2895000459 リハビリ特化型デイサービス リハ⾧楽 地域密着型通所介護 北区山田町小部字向井谷１−１ 令和2年11月1日 078-907-5858 株式会社エムズプランニング 兵庫県神戸市北区山田町小部字向井谷１−１

北 2895000483 リハビリデイサービス やしの木 地域密着型通所介護 北区若葉台４丁目８番１１号北鈴駅前ビル２階 令和4年8月1日 078-777-0694 株式会社ＰＲＩＭＥＶＩＳＩＯＮ 京都府京都市下京区函谷鉾町101リージャス京都ビジネスセンター

北 2895000491 デイサービスなご夢 地域密着型通所介護 北区菖蒲が丘２丁目２番地の６ 令和4年9月1日 078-951-3618 合同会社ｌｉｖｅｌｙ 兵庫県神戸市北区菖蒲が丘２丁目２番地の６

北 2895000509 桜とさくら。神戸すずらん台 地域密着型通所介護 北区山田町小部字向井谷20番 令和5年3月1日 078-223-6463 桜とさくら株式会社 兵庫県神戸市北区山田町小部向井谷20番

北 2895000525 リハビリ特化型デイサービス ブルースカイ 地域密着型通所介護 北区筑紫が丘５丁目12-11 令和5年4月1日 078-223-5121 スポルトリハケアサポート株式会社 兵庫県神戸市北区甲栄台５丁目10番19号

⾧田 2870600323 真野デイサービスセンター 地域密着型通所介護 ⾧田区東尻池町６丁目３−１９ 平成28年4月1日 078-685-3341 社会福祉法人こころの家族 大阪府堺市南区檜尾３３６０−１２

⾧田 2870600331 片山デイサービスセンター 地域密着型通所介護 ⾧田区片山町３丁目２番１１号 平成29年7月1日 078-646-2681 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 2870601172 デイサービスセンターハナの会 地域密着型通所介護 ⾧田区若松町４丁目２−５アスタピア新⾧田エスタガーデン２０３ 平成28年4月1日 078-612-2408 特定非営利活動法人神戸定住外国人支援センター 兵庫県神戸市⾧田区若松町４丁目４−１０アスタクエスタ北棟５０２

⾧田 2870601586 デイサービスセンター イオ神戸 地域密着型通所介護 ⾧田区浜添通1丁目2-6 平成28年4月1日 078-599-9709 特定非営利活動法人コリアン生活センターイオ神戸 兵庫県神戸市⾧田区浜添通１丁目２−６

⾧田 2870602022 笑うデイサービス 地域密着型通所介護 ⾧田区西代通４丁目３−７ 平成28年4月1日 078-643-0250 株式会社さなえ本舗 兵庫県神戸市⾧田区西代通４丁目３−７

⾧田 2870602030 デイサービスハート＆ラブ 地域密着型通所介護 ⾧田区戸崎通３丁目９番１２号 平成28年4月1日 078-612-5528 特定非営利活動法人ハート＆ラブ 兵庫県神戸市⾧田区戸崎通３丁目９番１２号

⾧田 2870602253 えびす家デイサービス 地域密着型通所介護 ⾧田区⾧田町１丁目３−１サンドール⾧田南館221 平成28年4月1日 078-621-7777 社会福祉法人セイコー会 兵庫県神戸市⾧田区⾧田町２丁目１−１９

⾧田 2870602378 デイサービスりんく戸崎 地域密着型通所介護 ⾧田区戸崎通２丁目1-2-101トラストコート戸崎 平成28年4月1日 078-646-2020 株式会社ファーストステップ 兵庫県神戸市⾧田区戸崎通２丁目１−２−１０１

⾧田 2870602543 リハビリ・デイサービスセンター神戸 地域密着型通所介護 ⾧田区大塚町1-8-11-303 平成28年4月1日 078-691-7773 株式会社アストレ 兵庫県神戸市⾧田区⾧田町一丁目３番１号

⾧田 2870602584 あんしんリハケア若松 地域密着型通所介護 ⾧田区若松町２丁目１−９若松ピアザビルT-4，T-5 平成28年4月1日 078-611-2266 株式会社アンドナイン 大阪府高槻市栄町二丁目５１番８号

⾧田 2870602600 アシストケアクラブ鷹取 地域密着型通所介護 ⾧田区若松町１１丁目５−１７ グレース若松１０７ 平成28年4月1日 078-731-3800 合同会社ケア・リターン 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字口中ノ山８５８番地の４３

⾧田 2870602774 ちゅうりっぷデイサービス 地域密着型通所介護 ⾧田区松野通三丁目２番１３号 アヴニール松野１０１号 平成28年4月1日 078-646-2445 株式会社援 兵庫県神戸市⾧田区松野通３丁目２番１３号アヴニール松野１０１号

⾧田 2870602865 プラスト新⾧田 地域密着型通所介護 ⾧田区腕塚町四丁目２番１号 フェニーチェ神戸 平成28年4月1日 078-786-3074 株式会社ＰＬＡＳＴ 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町四丁目２番１号 フェニーチェ神戸

⾧田 2870602931 デイサービス和み 地域密着型通所介護 ⾧田区駒ケ林町五丁目１７番１０号シティライフ21⾧田1F 平成28年4月1日 078-691-3132 株式会社和合 兵庫県神戸市⾧田区駒ケ林町五丁目17番10号シティーライフ２１⾧田１F

⾧田 2870603053 デイサービス ケルン 地域密着型通所介護 ⾧田区久保町２丁目１−１８ 芝山ビル１階 平成28年4月1日 078-754-5963 株式会社ＧＡＫＵ 兵庫県神戸市⾧田区川西通５丁目１０７番地の７

⾧田 2890600170 だんらんの家 上沢 地域密着型通所介護 ⾧田区重池町１−４−３ 平成29年10月1日 078-647-7581 株式会社KomorebiLink 大阪府大阪市西区北堀江１−５−２ 四ツ橋新興産ビル４F

⾧田 2890600246 からだStudioすまぁとPLUS 地域密着型通所介護 ⾧田区浪松町2丁目2番19号 藤原ビル２F 令和2年5月1日 078-798-7741 株式会社神戸在宅リハビリテーション事業団 兵庫県神戸市須磨区多井畑東町１７−８

⾧田 2890600287 ふくろうの杜デイサービス 地域密着型通所介護 ⾧田区神楽町５丁目３番１４−１号 神戸⾧田ふくろうの杜 令和2年12月1日 078-798-7940 社会福祉法人ひょうご聴覚障害者福祉事業協会 兵庫県洲本市中川原町中川原字東山２８−１ 特別養護老人ホーム淡路ふくろうの郷

⾧田 2890600295 紅葉のデイ 地域密着型通所介護 ⾧田区北町１−５０ 令和3年3月1日 078-335-7245 有限会社ユニバーサルライフ 兵庫県神戸市⾧田区⾧田天神町２丁目３−２７

⾧田 2890600303 生活リハビリ デイサービス つやっこ 地域密着型通所介護 ⾧田区浜添通２丁目１−９ 令和3年4月1日 078-515-6064 株式会社キズナ 兵庫県神戸市⾧田区浜添通２丁目１−９

⾧田 2890600337 西代さくら庵 地域密着型通所介護 ⾧田区西代通３−２−９ 令和3年9月1日 078-763-3922 株式会社ＦＵＷ 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町３丁目６番２１号

⾧田 2890600345 デイサービス実り 地域密着型通所介護 ⾧田区大丸町３丁目１３−１１ 令和3年11月1日 078-621-8558 株式会社みのり 兵庫県神戸市⾧田区大丸町３丁目１３番１１号

⾧田 2890600352 まさと家デイサービス 地域密着型通所介護 ⾧田区駒ケ林町６丁目７−６ 令和4年8月15日 078-647-7555 合同会社夏風 兵庫県神戸市⾧田区駒ケ林町６丁目７−６

⾧田 2890600360 あんしんリハケアＥデイ新⾧田 地域密着型通所介護 ⾧田区日吉町2-1-2アスタピア新⾧田公園通り107-1 令和5年1月1日 078-647-6556 クロストリップ合同会社 大阪府堺市北区⾧曽根町130番地42



須磨 2870700859 須磨浦の里デイサービスセンター 地域密着型通所介護 須磨区一ノ谷町３丁目３-２１ 平成28年4月1日 078-732-4165 社会福祉法人あんず会 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町３丁目４７-４

須磨 2870701592 MEIN HAUS デイ 地域密着型通所介護 須磨区大手町６−２−１１ 平成28年4月1日 078-731-0055 医療法人社団思葉会 兵庫県神戸市須磨区大田町２丁目３−７

須磨 2870702137 あんしんリハケア鷹取 地域密着型通所介護 須磨区大池町５丁目１６−８幸学ビル４０１ 平成28年4月1日 078-739-0125 株式会社アンドナイン 大阪府高槻市栄町２丁目５１−８

須磨 2870702210 デイサービス葉月 地域密着型通所介護 須磨区若草町１丁目２−１ヴィラ若草１０２ 平成28年4月1日 078-767-8561 株式会社こしの 兵庫県神戸市須磨区若草町１丁目２−１ヴィラ若草１０２

須磨 2870702434 デイサービスみなみおちあい 地域密着型通所介護 須磨区南落合一丁目１４番１７号 平成28年4月1日 078-647-8139 株式会社ヒロ 兵庫県神戸市須磨区南落合一丁目１４番１７号

須磨 2870702616 デイサービスりきゅうまえ 地域密着型通所介護 須磨区離宮前町２丁目９番３０号 平成28年4月1日 078-786-3794 株式会社ヒロ 兵庫県神戸市須磨区南落合一丁目１４番１７号

須磨 2870702624 有限会社デイサービスセンターサクラ・イタヤド 地域密着型通所介護 須磨区前池町四丁目４番１号 平成28年4月1日 078-647-8633 有限会社デイサービスセンターサクラ 兵庫県神戸市⾧田区菅原通１−９−６

須磨 2870702640 機能訓練特化型カフェ＋トレーニングISAI 地域密着型通所介護 須磨区多井畑東町２−１ 平成28年4月1日 078-754-7150 合同会社AQUS 兵庫県神戸市須磨区横尾八丁目１番地の１・４３号棟４０３号

須磨 2870702681 ことばの道デイサービス 地域密着型通所介護 須磨区高倉台６丁目１９−１ 平成28年4月1日 078-737-6565 一般社団法人ことばの道 兵庫県神戸市須磨区南落合一丁目１７番２４号

須磨 2870702731 社会福祉法人すまいる厚生会すまいるＳＵＭＡデイサービスセンター 地域密着型通所介護 須磨区道正台１丁目１ 須磨パークヒルズＢ棟１０１ 平成28年4月1日 078-754-8686 社会福祉法人すまいる厚生会 兵庫県神戸市中央区中山手通４丁目１０−１０

須磨 2870702806 須磨寺さくら庵 地域密着型通所介護 須磨区須磨寺町３丁目６番２１号 平成28年4月1日 078-766-1601 株式会社ＦＵＷ 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町３丁目６番２１号

須磨 2870702848 離宮高齢者介護支援センター 地域密着型通所介護 須磨区離宮西町２丁目２−３ 平成28年4月1日 078-731-4164 社会福祉法人きたはりま福祉会 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋７６３−３

須磨 2870702996 リハデイ板宿 地域密着型通所介護 須磨区飛松町２丁目５番１１号 平成29年7月1日 078-734-2022 有限会社フジモト 兵庫県神戸市須磨区飛松町２丁目５番１１号

須磨 2870703242 デイサービスセンターCODEMARI須磨 地域密着型通所介護 須磨区妙法寺字筆前178 プリマヴェーラ妙法寺１階 令和3年6月1日 078-743-0818 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5-205-3

須磨 2890700202 デイサービス ケルン若宮 地域密着型通所介護 須磨区青葉町４丁目１−９ 丸山ビル 平成31年4月1日 078-742-7178 株式会社ＧＡＫＵ 兵庫県神戸市⾧田区川西通５丁目１０７番地の７

須磨 2890700210 ひだまりの家 須磨妙法寺 地域密着型通所介護 須磨区桜の杜1丁目208-211 令和1年7月1日 078-754-6703 株式会社レオ・ソリューションズ 兵庫県神戸市西区池上二丁目20-1

須磨 2890700228 ケア・スタジオごりら 地域密着型通所介護 須磨区北落合1丁目1-4 白川コーポレーションビル106号室 令和1年8月1日 078-754-6540 株式会社藤ライラック 兵庫県神戸市⾧田区松野通二丁目5番30-301号

須磨 2890700236 リハビリデイサービスnagomi須磨妙法寺店 地域密着型通所介護 須磨区妙法寺337-1 令和1年8月1日 078-747-2775 アンビコーポレーション株式会社 兵庫県神戸市須磨区潮見台町二丁目1番13-604号

須磨 2890700244 機能訓練型デイ リハビット 地域密着型通所介護 須磨区青葉町2丁目1-25 1F 令和2年2月1日 078-647-7398 株式会社K2プレイス 兵庫県神戸市須磨区青葉町2丁目1-25

須磨 2890700269 晴れたらいいね 地域密着型通所介護 須磨区中落合三丁目1-440-101 令和2年7月1日 078-777-0500 合同会社未来予想図 兵庫県神戸市須磨区中落合三丁目1-440-101

須磨 2890700293 レコードブック神戸常盤 地域密着型通所介護 須磨区常盤町２丁目３−７ 令和3年5月1日 078-742-7893 ミヤコ電子株式会社 兵庫県神戸市中央区相生町４−３−１−４０２

須磨 2890700335 デイサービスｍｓカンパニー 地域密着型通所介護 須磨区磯馴町6-2-5 シーサイドシャトー須磨107 令和4年9月1日 078-754-8096 株式会社テイクエムズ 兵庫県神戸市西区水谷3丁目4-12

垂水 2870800618 多夢の森デイサービスセンター 地域密着型通所介護 垂水区南多聞台4丁目４−５０ 平成28年4月1日 078-787-0937 社会福祉法人みかり会 兵庫県南あわじ市松帆高屋乙１９２

垂水 2870800626 特定非営利活動法人福祉ネット星が丘 地域密着型通所介護 垂水区星が丘３丁目２−２３「星が丘ホーム」 平成28年4月1日 078-708-3244 特定非営利活動法人福祉ネット星が丘 兵庫県神戸市垂水区星が丘３丁目２−２３

垂水 2870800949 デイサービスＣＨＩＡＫＩほおずき神戸垂水 地域密着型通所介護 垂水区霞ケ丘１丁目３−１３ 平成28年4月1日 078-704-3462 有限会社ほおずき 兵庫県姫路市佃町17番地

垂水 2870801251 デイサービスセンターしおや 地域密着型通所介護 垂水区塩屋町3丁目9-20 平成28年4月1日 078-753-1212 有限会社マイロード 兵庫県神戸市垂水区塩屋町３丁目１６−１７

垂水 2870801673 ハートランド舞子台 地域密着型通所介護 垂水区舞子台７丁目３−８ 平成28年4月1日 078-787-3332 有限会社エムツーコーポレーション 兵庫県神戸市垂水区舞子台７丁目３−８

垂水 2870802119 デイサービスセンターメープルホーム 地域密着型通所介護 垂水区名谷町大谷１９０５−１ 平成28年4月1日 078-794-6584 社会福祉法人波賀の里福祉会 兵庫県宍粟市波賀町安賀４５０−２

垂水 2870802150 パールデイサービスセンター 地域密着型通所介護 垂水区本多聞２丁目３３−１８ 平成28年4月1日 078-785-8160 有限会社パール訪問看護センター 兵庫県神戸市垂水区本多聞２丁目３３−１８



垂水 2870802291 あったか西舞子ディサービスセンター 地域密着型通所介護 垂水区西舞子３丁目10-16 平成28年4月1日 078-785-8018 株式会社ロクス 兵庫県神戸市中央区北野町４丁目７−２０モンシャトー・キタ３０Ａ

垂水 2870802317 特定非営利活動法人福祉ネット星が丘第２星が丘ホーム 地域密着型通所介護 垂水区星が丘３丁目２−２３ 平成28年4月1日 078-708-3244 特定非営利活動法人福祉ネット星が丘 兵庫県神戸市垂水区星が丘３丁目２−２３

垂水 2870802507 舞子すみれ園デイサービスセンター 地域密着型通所介護 垂水区西舞子６丁目１−１３ 平成28年4月1日 078-782-1151 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市⾧田区鹿松町２−９−４３

垂水 2870802945 垂水デイサービスセンター 彩樹の家 地域密着型通所介護 垂水区御霊町5番26号 令和4年10月1日 078-708-3911 株式会社イーノ 兵庫県神戸市垂水区御霊町5番26号

垂水 2870802986 憩里デイサービスセンター五色山 地域密着型通所介護 垂水区五色山三丁目4番地27号 平成28年4月1日 078-754-6934 株式会社クリエーション介護 兵庫県神戸市中央区布引町２丁目１−７

垂水 2870803034 スマイルデイサービス 地域密着型通所介護 垂水区舞子坂四丁目１番７号舞子坂シティビル３０３号 平成28年4月1日 078-798-6235 株式会社あかり 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東三丁目２番２３号

垂水 2870803141 アースサポート垂水 地域密着型通所介護 垂水区福田四丁目６番２４号 平成28年4月1日 078-709-4411 アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町１−４−１４

垂水 2870803364 ほっとオアシス デイサービスセンター 地域密着型通所介護 垂水区塩屋町3丁目10番19号 平成28年4月1日 078-797-4314 合同会社ココロニ 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目10番１９号

垂水 2870803414 ウィンデイサービスセンター 地域密着型通所介護 垂水区福田四丁目２番１３号 垂水福田ビル１階 平成28年4月1日 078-754-7916 株式会社グランアール 兵庫県明石市大久保町西脇４５７番地の１２

垂水 2870803869 たるみ・ともの家 地域密着型通所介護 垂水区川原１丁目１番１５号 平成29年7月1日 078-751-5457 合同会社エムケーコーポレーション 兵庫県神戸市垂水区仲田１丁目４番２０号

垂水 2870803877 音の羽デイサービス スマイル・ライフ 地域密着型通所介護 垂水区名谷町１８６０−１ 平成29年7月1日 078-704-6700 株式会社スマイル・ライフ 兵庫県神戸市垂水区福田５−５−２２

垂水 2890800416 ウィンデイサービスセンター名谷 地域密着型通所介護 垂水区名谷町字向井畑３４７６番地の１ 森田貸店舗１階 平成30年3月1日 078-791-1770 株式会社グランアール 兵庫県明石市大久保町西脇４５７番地の１２

垂水 2890800457 デイサービスセンターふれあいひろば 地域密着型通所介護 垂水区塩屋町６６４ 平成30年11月1日 078-752-4800 医療法人社団やない外科胃腸科 兵庫県西脇市下戸田２７４番地の２

垂水 2890800515 リハビリデイサービスnagomi本多聞店 地域密着型通所介護 垂水区本多聞1-22-33 令和1年8月1日 078-787-7570 アンビコーポレーション株式会社 兵庫県神戸市須磨区潮見台町二丁目1番13-604号

垂水 2890800531 デイサービスセンター紬 地域密着型通所介護 垂水区神陵台7丁目3-10 令和2年2月1日 078-742-7761 株式会社ゆうの縁 兵庫県神戸市垂水区本多聞3丁目6番12号

垂水 2890800580 AnyCare名谷リハビリ特化型デイサービス 地域密着型通所介護 垂水区名谷町湯屋谷２２３９ 令和3年10月1日 078-798-7166 株式会社Ｓ＆Ｈ 兵庫県神戸市垂水区名谷町湯屋谷２２５１

垂水 2890800614 リハデイ Gs さん舞子神港園 地域密着型通所介護 垂水区舞子台８丁目１６番 神戸市営北舞子住宅第二集会所 令和4年6月1日 078-787-5770 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東字丸ケ岡１１８８番地の３４５

垂水 2890800622 ハーブテラス星が丘 地域密着型通所介護 垂水区星が丘３丁目８-１９ 令和4年6月1日 078-707-5555 株式会社ゆうの縁 兵庫県神戸市垂水区本多聞3丁目6番12号

垂水 2890800630 歩くリハビリデイサービスさんぽ 地域密着型通所介護 垂水区舞子台８−５−２１ 令和5年1月1日 078-787-3737 株式会社ファインケア 東京都府中市美好町２丁目１２番２号

西 2875200467 花園ホーム 地域密着型通所介護 西区平野町慶明字花岡７７ 平成28年4月1日 078-924-0300 社会福祉法人慶明会 兵庫県神戸市西区平野町慶明字花岡７７

西 2875201770 デイサービスCHIAKIほおずき神戸伊川谷 地域密着型通所介護 西区伊川谷町有瀬２８２ 平成28年4月1日 078-978-0235 有限会社ほおずき 兵庫県姫路市佃町17番地

西 2875202331 デイサービスなんきんまめ 地域密着型通所介護 西区神出町東字丸ヶ岡１１８８番地３４８ 平成28年4月1日 078-965-3424 有限会社Ｂ・Ｈ・Ｌリコールエセンス 兵庫県神戸市西区神出町東丸ヶ岡１１８８番地３４８

西 2875202398 デイサービス ぱれっと 地域密着型通所介護 西区枝吉４丁目８６−１ 平成28年4月1日 078-920-1113 NPO法人ぱれっと 兵庫県神戸市西区枝吉4丁目86番地1

西 2875202539 にこにこデイサービス 地域密着型通所介護 西区王塚台５−３４−１ 平成28年4月1日 078-922-2825 ユニウェル株式会社 兵庫県神戸市西区王塚台５−３４−１

西 2875202687 デイサービスＱＯＬ 地域密着型通所介護 西区北別府３-２２-３-１０１ 平成28年4月1日 078-220-2008 株式会社ＱＯＬ 兵庫県神戸市西区北別府３丁目２２番地３号

西 2875202703 神戸西リハビリデイサービスセンター 地域密着型通所介護 西区伊川谷町有瀬１２６１番地 平成28年4月1日 078-904-7073 株式会社神戸介護サービス 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１２６１番地

西 2875202893 デイサービスなごみの家 地域密着型通所介護 西区秋葉台２丁目１４９−４９ 平成28年4月1日 078-994-3753 合同会社ナゴミック 兵庫県神戸市西区秋葉台２丁目１４９−４９

西 2875203305 あぷりこっとデイサービス 地域密着型通所介護 西区桜が丘中町３丁目２−３ジョイフル４２・５４号 平成28年4月1日 078-998-1231 株式会社ＴＯＷＡ 兵庫県神戸市西区桜が丘中町３丁目２−３

西 2875203560 叶乃湯 地域密着型通所介護 西区押部谷町栄２０５番地の３６５ 平成28年4月1日 078-939-2619 株式会社叶 兵庫県神戸市西区押部谷町栄２０５番地の３６５



西 2875203651 やわらリハビリデイサービスセンター 地域密着型通所介護 西区宮下一丁目７番１４号 平成28年4月1日 078-920-9547 株式会社やわら 兵庫県神戸市西区宮下１丁目7番14号

西 2875203693 ピーチデイサービス 地域密着型通所介護 西区王塚台７丁目９９番１０５号 平成28年4月1日 078-928-7272 株式会社桃吉 兵庫県神戸市西区王塚台７丁目９９番地

西 2875203701 ピーチリハビリデイサービス 地域密着型通所介護 西区王塚台７丁目９９番１０２号 平成28年4月1日 078-928-0078 株式会社桃吉 兵庫県神戸市西区王塚台７丁目９９番地

西 2875203719 デイサービス こころ 地域密着型通所介護 西区押部谷町福住５９５番地の６ 平成28年4月1日 078-994-6312 株式会社べーシス 兵庫県神戸市西区押部谷町福住５９５番地の６

西 2875203768 神戸すみれリハビリデイサービス 地域密着型通所介護 西区伊川谷町別府９２−１ コンフォート西神戸ＭＵＲＡＴＡ１Ｆ 平成28年4月1日 078-939-4350 株式会社ＰＲＩＭＥＣＡＲＥ 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府９２−１

西 2875203792 デイサービス はせさん家 地域密着型通所介護 西区池上二丁目３番地の６ 平成28年4月1日 078-766-2733 有限会社ファーストアドベンチャー 兵庫県神戸市西区池上二丁目３番地の６

西 2875203891 アサダリハビリデイサービス 地域密着型通所介護 西区伊川谷町潤和１３０１番地の１１ 平成28年4月1日 078-975-7800 有限会社浅田コーポレーション 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和１３０１番地の９ 浅田ビル

西 2875203974 西神リハビリデイサービスセンター 地域密着型通所介護 西区糀台三丁目１番３号 平成28年4月1日 078-201-8733 株式会社オフィス西神 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町二丁目６番２号

西 2875204006 リーフデイサービスセンター 地域密着型通所介護 西区今寺１４番３号 平成28年4月1日 078-219-5656 株式会社風樹 兵庫県神戸市西区今寺14−3

西 2875204220 ポラリスデイサービスセンター玉津 地域密着型通所介護 西区持子三丁目３６番地 平成28年4月1日 078-924-2770 株式会社ポラリス 兵庫県宝塚市旭町３−９−１ ポラリス本社ビル２Ｆ

西 2875204287 絆 地域密着型通所介護 西区美賀多台２丁目14-13 平成28年4月1日 078-992-3391 株式会社N・Ｔケアコーポレーション 兵庫県神戸市西区竹の台４丁目13の４

西 2875204386 叶乃湯別館 健康館 地域密着型通所介護 西区押部谷町栄２０５番地の３６７号 平成28年7月1日 078-939-3428 株式会社叶 兵庫県神戸市西区押部谷町栄２０５番地の３６５号

西 2875204493 デイサービスCHIAKIほおずき神戸玉津 地域密着型通所介護 西区二ツ屋２−１５−６ 平成29年7月1日 078-922-7307 有限会社ほおずき 兵庫県姫路市佃町17番地

西 2875204519 デイサービス狩場台ゆうゆう 地域密着型通所介護 西区狩場台三丁目９番地の６ 平成29年7月1日 078-991-5301 有限会社ケイシーエル 兵庫県神戸市西区狩場台三丁目９番地の６

西 2895200307 小規模デイひなたぼっこ 地域密着型通所介護 西区押部谷町福住６２８−１９２ 令和1年5月1日 078-994-8211 株式会社陽だまり 兵庫県神戸市西区押部谷町福住６２８−１９０

西 2895200331 高津橋デイサービスゆうりん 地域密着型通所介護 西区玉津町高津橋597-11 令和1年9月1日 078-219-8244 ウェルフェア株式会社 兵庫県神戸市垂水区本多聞2丁目12-30 ハイデンス多聞203号

西 2895200372 リハトレセンターエヴァー 地域密着型通所介護 西区伊川谷町有瀬14-21 プリマベーラ伊川谷101号 令和2年5月1日 078-995-8430 株式会社REAL 兵庫県神戸市西区池上一丁目９番地の４

西 2895200398 デイサービススイッチオン神戸玉津 地域密着型通所介護 西区持子２丁目100番地 令和2年7月1日 078-939-3712 株式会社スイッチオンサービス 兵庫県伊丹市鴻池３丁目16-10

西 2895200448 An プラス Lab 地域密着型通所介護 西区桜が丘中町３丁目２番地の３ ジョイフル２階東端 令和3年7月1日 078-995-3751 合同会社ＶＯＲＴＥＸＺ 兵庫県神戸市西区桜が丘中町３丁目２番地の３

西 2895200521 宅老所 笑夢 地域密着型通所介護 西区持子３丁目35-２ 令和5年3月1日 078-203-1947 株式会社ウィスツリー 兵庫県西宮市名塩さくら台３-８-６


