
R5.4.1時点事業所数

介護予防訪問サービス

東灘 54

灘 40

中央 69

兵庫 80

北 56

⾧田 70

須磨 54

垂水 68

西 58

市外 24

総計 573

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 2870100159 協同の苑六甲アイランドホームヘルプ 訪問型サービス（独自） 東灘区向洋町中３丁目２−２ 平成30年4月1日 078-846-1815 社会福祉法人協同の苑 兵庫県神戸市東灘区向洋町中3丁目１−２

東灘 2870100191 医療法人明倫会ヘルパーステイションもとやま 訪問型サービス（独自） 東灘区本山中町４丁目２-３サンコー神戸本山ビル３Ｆ 平成30年4月1日 078-451-0231 医療法人明倫会 兵庫県神戸市東灘区本山中町４丁目１−８宮地病院

東灘 2870100225 特別養護老人ホームセ・ラ・ヴィ 訪問型サービス（独自） 東灘区住吉宮町３−４−１７ 平成29年4月1日 078-811-2344 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 2870100290 生活協同組合コープこうべ在宅介護サービス 訪問型サービス（独自） 東灘区甲南町２−１−２０コープリビング甲南 平成29年4月1日 078-412-2041 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 2870100407 住吉訪問介護センター 訪問型サービス（独自） 東灘区住吉本町３丁目７−４１ 平成30年4月1日 078-851-2560 社会福祉法人神戸老人ホーム 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目7番41号

東灘 2870100415 ニチイケアセンター甲南山手 訪問型サービス（独自） 東灘区森南町１−１３−４ 甲南山手岡本ビル２F 平成30年4月1日 078-431-2331 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

東灘 2870100464 ニチイケアセンター本山 訪問型サービス（独自） 東灘区甲南町２丁目５−１６ロイヤルハイツ神戸本山１階 平成30年4月1日 078-436-7057 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

東灘 2870100647 ありーてケアサービス 訪問型サービス（独自） 東灘区御影中町２丁目６番７号 平成30年4月1日 078-858-6699 特定非営利活動法人てみずの会 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町４丁目６−１７ココライフ魚崎１Ｆ

東灘 2870100738 ケアーコミュニケーションズ神戸 訪問型サービス（独自） 東灘区住吉宮町４丁目４−１きらら住吉２階 平成30年3月1日 078-841-8022 株式会社ケアーコミュニケーションズ 兵庫県芦屋市船戸町3-24-1 MTビル２０２号

東灘 2870100886 マザーケアヘルパーステーション神戸 訪問型サービス（独自） 東灘区深江本町３丁目８−２２−６０２ 平成29年4月1日 078-436-7003 布亀株式会社 兵庫県西宮市今津二葉町３−６

東灘 2870100910 有限会社クオリティケア 訪問型サービス（独自） 東灘区住吉東町３丁目２-５ 平成30年4月1日 078-846-0531 有限会社クオリティケア 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３丁目２-５

東灘 2870100977 訪問介護ステーションえぷろん神戸 訪問型サービス（独自） 東灘区御影中町１丁目９−１岡島ビル２F 平成29年4月1日 078-843-8824 有限会社ケイエスケア− 兵庫県神戸市東灘区御影中町１丁目９−１岡島ビル２Ｆ

東灘 2870100993 うれしの 訪問型サービス（独自） 東灘区魚崎中町１丁目７−１５横田マンション１０１号 平成29年4月1日 078-441-3316 有限会社うれしの 兵庫県神戸市東灘区北青木３丁目２２−１９マンション福３０３号

東灘 2870101017 ケア２１御影 訪問型サービス（独自） 東灘区住吉宮町４丁目１−３ハイツ吉田苑２０５号 平成30年4月1日 078-858-7821 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２



東灘 2870101173 訪問介護ステーションたんぽぽ 訪問型サービス（独自） 東灘区田中町３丁目１９−１６ハイツタケシ３０１ 平成29年4月1日 078-411-5695 合資会社たんぽぽ 兵庫県神戸市東灘区田中町３丁目１９−１６ハイツタケシ３０１

東灘 2870101371 有限会社アーバン・トータル・サービス 訪問型サービス（独自） 東灘区深江本町４丁目５-１７ 平成30年4月1日 078-441-0365 有限会社アーバン・トータル・サービス 兵庫県神戸市東灘区深江本町４丁目５-１７

東灘 2870101660 特定非営利活動法人こころ 訪問型サービス（独自） 東灘区魚崎北町６丁目９−１０甲ビル１階 平成29年4月1日 078-441-4165 特定非営利活動法人こころ 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町６丁目９−１０甲ビル１階

東灘 2870101793 株式会社ひなたケアセンター 訪問型サービス（独自） 東灘区青木５丁目１７−６ 大窪マンション１０３号 平成30年4月1日 078-451-6441 株式会社ひなたケアセンター 兵庫県神戸市東灘区青木５丁目１７−６ 大窪マンション１０３

東灘 2870101801 ケアセンターＢＥＬＬ 訪問型サービス（独自） 東灘区御影塚町２丁目１１−３ 平成30年4月1日 078-891-6155 株式会社ネクスト 兵庫県神戸市東灘区御影山手２丁目１６−１５

東灘 2870101934 訪問介護事業所キラッとドリーム 訪問型サービス（独自） 東灘区本庄町３丁目３−２４ 平成29年4月1日 078-452-6807 株式会社キラッとドリーム 兵庫県神戸市東灘区本庄町３丁目３−２４

東灘 2870101975 くすのきヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 東灘区深江本町１丁目７−２７ 平成30年4月1日 078-431-0611 株式会社スプリング・ウィンド 兵庫県西宮市小松東町２丁目５番１０号

東灘 2870102031 ニチイケアセンター御影中町 訪問型サービス（独自） 東灘区御影中町３−１−１９ 第二宝盛ビル３Ｆ 平成30年4月1日 078-845-9580 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

東灘 2870102130 ＧＴＬケアサービス御影 訪問型サービス（独自） 東灘区御影中町１丁目9番9号 御影マンション西館３階３０３ 平成29年4月1日 078-856-7650 グッドタイムリビング株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号

東灘 2870102155 あかね在宅介護 訪問型サービス（独自） 東灘区魚崎北町４丁目３−１５ 平成30年4月1日 078-435-6919 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番５号

東灘 2870102205 ヘルパーステーションあぁすこうなん 訪問型サービス（独自） 東灘区住吉本町１丁目１−３２ 平成29年4月1日 078-845-8680 特定非営利活動法人地域福祉会あぁす 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目1−32

東灘 2870102262 悠々クラブ 訪問型サービス（独自） 東灘区深江本町３丁目９−１ 深江駅前ビル２０４ 平成30年4月1日 078-862-5401 有限会社悠々クラブ 兵庫県芦屋市奥池南町１１−１０

東灘 2870102338 あぁもんどケアＫＯＢＥ 訪問型サービス（独自） 東灘区魚崎中町４丁目６−４ コンドミニアム魚崎１０４ 平成29年6月1日 078-414-6331 株式会社ベグネス 兵庫県神戸市中央区相生町４丁目３番１号 神戸ストークビル３０３号

東灘 2870102361 ヘルパーステーション御影 訪問型サービス（独自） 東灘区御影中町１丁目１４−１０ 御影イシカワビル２０８ 平成29年7月1日 078-857-4165 ハッピーライフ株式会社 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２０８

東灘 2870102478 コウダイケアサービス神戸東訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 東灘区岡本３丁目１０−１６ アメニティーコート１０９号 平成30年4月1日 078-412-8882 コウダイケアサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目１番１４号サンシポートビル3F

東灘 2870102494 スミリンケアライフ株式会社甲南ステーション 訪問型サービス（独自） 東灘区本山中町4丁目９−３ 本山中町カチフラット 平成30年4月1日 078-411-4189 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 2870102692 訪問介護 なぎさ 訪問型サービス（独自） 東灘区魚崎南町四丁目１０番３号 平成30年4月1日 078-453-1402 株式会社渚 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町四丁目１０番３号

東灘 2870102734 トンド岡本ケアセンター 訪問型サービス（独自） 東灘区西岡本三丁目２番１２号 ビアンカ岡本１０１号 平成29年4月1日 078-855-2303 株式会社Ｔｏｎｄｏ 大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目９番２１号

東灘 2870102874 訪問介護ステーション うるら 訪問型サービス（独自） 東灘区向洋町東3丁目8番地13 平成30年4月1日 078-846-2205 ＳＰＴ株式会社 兵庫県神戸市東灘区向洋町東3丁目8番地13

東灘 2870103013 グランダ岡本ケアステーション 訪問型サービス（独自） 東灘区岡本６丁目１３番３号 平成29年4月1日 078-451-0085 株式会社ベネッセスタイルケア 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号新宿モノリスビル

東灘 2870103104 ふれあい介護センター 東灘 訪問型サービス（独自） 東灘区御影塚町２丁目１３−４ 御影サンシャイン３F ３A号室 平成29年4月1日 078-845-3785 lientama株式会社 兵庫県神戸市東灘区御影塚町二丁目１３番４号

東灘 2870103153 ワクワク未来ケアサポート 訪問型サービス（独自） 東灘区田中町二丁目１３番４号 大桂マンション２０４号室 平成29年5月1日 078-806-8091 株式会社ＰｒｉｎｃｅｓｓＲose 兵庫県神戸市東灘区田中町二丁目１３番４号 大桂マンション２０４号室

東灘 2870103195 エルケア株式会社 エルケア御影ケアセンター 訪問型サービス（独自） 東灘区御影中町４丁目２番１号 スマイリングライフ202号室 平成29年12月1日 078-862-3724 エルケア株式会社 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 梅田センタービル２５階

東灘 2870103203 あくとケア 東灘 訪問型サービス（独自） 東灘区魚崎北町５−３−１７ グランヴィア甲南２０１号室 平成29年12月1日 078-451-1191 株式会社双泉メディカルケア 東京都墨田区錦糸一丁目１番５号

東灘 2870103245 訪問介護セラヴィ深江 訪問型サービス（独自） 東灘区深江北町３丁目８番１１号 平成30年5月1日 078-771-9138 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番１７号

東灘 2870103328 やさしい手東灘訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 東灘区青木３丁目１−４３ 平成31年2月1日 050-1752-1298 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋２丁目２４−３

東灘 2870103351 うきうき介護クラブ 訪問型サービス（独自） 東灘区本山南町8丁目6番26号E棟4階S3号室 平成31年4月1日 078-435-0777 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番３号

東灘 2870103427 訪問介護事業所 リアン 訪問型サービス（独自） 東灘区住吉宮町３丁目１０番２２号精和マンション３０１ 令和1年10月1日 078-771-6279 合同会社アルモニィ 兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目２８−３ビバアルファ３０１

東灘 2870103450 特定非営利活動法人 神戸ライフ・ケアー協会 訪問型サービス（独自） 東灘区御影中町２丁目８番２０−１０１ 令和2年4月1日 078-854-1346 特定非営利活動法人神戸ライフ・ケアー協会 兵庫県神戸市東灘区御影中町２丁目３番２３−１０７ リメノス御影



東灘 2870103484 ケアステーションハートフリー 訪問型サービス（独自） 東灘区甲南町３丁目７−１９ 養老甲南ビル１０１号 令和2年7月1日 078-441-6412 ハートフリー株式会社 京都府京都市伏見区竹田西段川原町５４番地

東灘 2870103518 介護サービス ポッポ 訪問型サービス（独自） 東灘区向洋町中３丁目１番地の１０、１番館１１０９号 令和2年11月1日 078-778-9321 株式会社ポッポＹ＆Ｎオオタ 兵庫県神戸市東灘区向洋町中３丁目１番地の１０、１番館１１０９号

東灘 2870103526 プロップライフ 訪問型サービス（独自） 東灘区向洋町中６−９−６Ｅ−18 令和2年11月1日 078-821-3139 株式会社プロップサービス 東京都港区赤坂４丁目９番19号 赤坂ＴＯビル５階

東灘 2870103542 天の川ケアセンター 訪問型サービス（独自） 東灘区森南町1−5−1セルバ甲南山手3階 令和2年12月1日 078-862-8887 株式会社ＲＬ 兵庫県神戸市東灘区森南町１丁目１２番１３号

東灘 2870103591 訪問介護ステーション うめの宿り 訪問型サービス（独自） 東灘区深江本町４−４ー２８甲南深江ハイム１０１ 令和3年2月1日 078-452-8861 株式会社ＭＳＣ 大阪府大阪市北区西天満３丁目１３番２０号ASビル６階

東灘 2870103617 訪問介護 わをなす 訪問型サービス（独自） 東灘区魚崎中町４丁目６番１４号松原ビル１０４号 令和3年4月1日 078-200-4659 株式会社モンキーポッド 兵庫県神戸市東灘区青木５丁目１１番２−５０６号

東灘 2870103625 えみホームヘルプ 訪問型サービス（独自） 東灘区住吉本町１丁目２２番１５−１０１号 令和3年4月1日 078-955-2348 合同会社えみ 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目２２番１５ー２０１号

東灘 2870103732 ヘルパーステーション オレオ 訪問型サービス（独自） 東灘区北青木4丁目23番22号山根ハイツ201号 令和4年7月1日 078-764-1167 合同会社斗五 兵庫県西宮市柏堂西町3番5号

東灘 2870103740 エルセンケアセンター神戸 訪問型サービス（独自） 東灘区住吉山手2丁目11-24 令和4年9月1日 078-803-8950 株式会社エルセンケア 兵庫県神戸市東灘区住吉山手2丁目11-24

東灘 2870103765 よりそい介護 訪問型サービス（独自） 東灘区御影本町8-14-17 1階 令和4年10月1日 078-862-8730 Ｃ‐ｎｅｔ株式会社 兵庫県神戸市東灘区御影本町8丁目14番17−204号

東灘 2870103823 訪問介護事業所ハラタ 訪問型サービス（独自） 東灘区西岡本２丁目７番３-1221号 令和5年3月1日 078-435-1000 株式会社ハラタ 大阪府大阪市北区⾧柄西１丁目７番43号

灘 2860290085 かがやき訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） 灘区深田町３丁目１−１６−１０２ サンビラ六甲パートⅡ 平成30年4月1日 078-822-6805 医療法人康雄会 兵庫県神戸市灘区備後町３丁目２−１８

灘 2870200058 高齢者生協ケアステーション六甲 訪問型サービス（独自） 灘区徳井町4-1-2 サンシャイン徳井1F 平成29年4月1日 078-856-7070 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

灘 2870200199 スミリンケアライフ株式会社六甲ステーション 訪問型サービス（独自） 灘区山田町３丁目１−１５ 六甲アトリエハウス４階 平成30年4月1日 078-811-1165 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

灘 2870200330 ニチイケアセンター灘 訪問型サービス（独自） 灘区森後町２丁目１−９グランディアみなと神戸六甲館４Ｆ 平成30年4月1日 078-846-8501 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

灘 2870200371 ホームヘルプサービスあおぞら 訪問型サービス（独自） 灘区水道筋５丁目１−１５ ２階 平成30年4月1日 078-805-1023 ろっこう医療生活協同組合 兵庫県神戸市灘区水道筋５丁目１番１５号

灘 2870200421 有限会社ケアサービス宮本 訪問型サービス（独自） 灘区八幡町４丁目７−２１ １Ｆ 平成29年4月1日 078-861-8471 有限会社ケアサービス宮本 兵庫県神戸市灘区八幡町４丁目７−２１ １Ｆ

灘 2870200637 リンク在宅サービス 訪問型サービス（独自） 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30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 2870200967 あじさい六甲ケアセンター 訪問型サービス（独自） 灘区永手町二丁目３番７号六甲ｽｶｲﾊｲﾂ２F西号室 平成30年4月1日 078-854-7227 有限会社あじさい 兵庫県神戸市灘区永手町二丁目３番７号

灘 2870200975 アミティー介護センター神戸東支店 訪問型サービス（独自） 灘区岩屋北町５−２−２１ライオンズマンション灘南１０２号 平成29年4月1日 078-861-2277 株式会社アミティージョイ 兵庫県神戸市東灘区御影石町１丁目５−３

灘 2870201049 ニチイケアセンター東神戸 訪問型サービス（独自） 灘区岸地通５−２−１３−２０１ 平成30年4月1日 078-801-8330 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

灘 2870201106 中井病院デイサービスセンター 訪問型サービス（独自） 灘区大内通６−２−１ 平成30年4月1日 078-861-2212 医療法人社団中井病院 兵庫県神戸市灘区大内通６丁目１−３

灘 2870201221 ケアウイング訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） 灘区永手町１丁目１−１８２ 平成30年4月1日 078-811-4165 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 2870201312 ヘルプセンターあすと 訪問型サービス（独自） 灘区永手町１丁目４−１６アルパー六甲３０１ 平成30年4月1日 078-763-1066 特定非営利活動法人ＡＳＴＯ 兵庫県神戸市灘区永手町１丁目４−１６アルパー六甲３０１

灘 2870201502 灘の浜ヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 灘区摩耶海岸通２丁目３番9号 平成29年4月1日 078-805-3401 社会福祉法人博由社 兵庫県明石市大久保町大窪字高岡２５７３番１６

灘 2870201536 ケア２１なだ 訪問型サービス（独自） 灘区水道筋５丁目１−２パールメゾン灘２０１号室 平成30年4月1日 078-801-7121 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

灘 2870201627 よつ葉ケアサービス 訪問型サービス（独自） 灘区城内通５丁目６−７アクセスコート２Ｆ 平成29年4月1日 078-861-6091 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 2870201874 ヒューマンライフケア灘 訪問型サービス（独自） 灘区灘北通９丁目１−７ 平成30年4月1日 078-861-6212 ヒューマンライフケア株式会社 東京都新宿区西新宿７丁目５−２５

灘 2870201890 うみのほし訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 灘区篠原北町３丁目１１番１５号２階 平成30年4月1日 078-861-3290 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 2870202138 スマイルクラブ 訪問型サービス（独自） 灘区灘北通１０丁目２番２４−７０３号 平成29年4月1日 078-891-3535 株式会社スマイルクラブ 兵庫県神戸市灘区灘北通10丁目2番24-703号

灘 2870202153 サンシャイン在宅サービス 訪問型サービス（独自） 灘区船寺通１丁目２−１３ 平成30年2月1日 070-5265-4452 日の丸興産有限会社 兵庫県神戸市灘区船寺通一丁目２番９号

灘 2870202245 ベネッセ介護センター神戸東 訪問型サービス（独自） 灘区桜口町４丁目５番１２号 フォーラム六甲３０５号 平成29年4月1日 078-858-6156 株式会社ベネッセスタイルケア 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号新宿モノリスビル

灘 2870202310 アップルケアステーション 訪問型サービス（独自） 灘区烏帽子町三丁目4番21号 平成30年4月1日 078-882-0089 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 2870202336 ヘルパーステーションオリンピア鶴甲 訪問型サービス（独自） 灘区鶴甲1丁目4番4号 平成29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 2870202344 ケアセンターだい地 訪問型サービス（独自） 灘区大和町2丁目3-8 平成29年6月1日 078-862-6357 株式会社一照 兵庫県神戸市灘区大和町2丁目3-8

灘 2870202435 ケアセンター きずな 訪問型サービス（独自） 灘区水道筋5-1-3 平成29年4月1日 078-262-1475 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 2870202500 ロジケアろっこうみち 訪問型サービス（独自） 灘区友田町２丁目７番１６−２号 平成29年4月1日 078-854-7114 株式会社ロジケア 兵庫県芦屋市大原町４−１０

灘 2870202526 あすとケアサービス 訪問型サービス（独自） 灘区灘北通5丁目７−１４ 平成29年4月1日 078-806-8875 株式会社あすと 兵庫県神戸市灘区灘北通5丁目７−１４

灘 2870202583 ＳＯＭＰＯケア神戸東訪問介護 訪問型サービス（独自） 灘区新在家南町５丁目２−１５ 平成29年4月1日 078-881-2508 SOMPOケア株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番8号

灘 2870202773 ヘルパーステーションぱれっと 訪問型サービス（独自） 灘区岩屋北町一丁目4番16号ケイテムビル2階 平成30年9月1日 078-806-1077 株式会社ユーティー 兵庫県神戸市灘区岩屋北町一丁目4番16号ケイテムビル2階

灘 2870202781 ライフサポート結び 訪問型サービス（独自） 灘区山田町３丁目２−２６ 六甲ＳＫビル301 平成30年10月1日 078-891-3165 合同会社ライフサポート結び 兵庫県神戸市灘区山田町３丁目２−２６ 六甲ＳＫビル３０１

灘 2870202815 ゆう介護サービス 訪問型サービス（独自） 灘区高徳町１丁目２番１３−１１３ 平成30年12月1日 078-891-8020 株式会社ＳＹＳ 兵庫県神戸市灘区高徳町一丁目２番１３−１１３

灘 2870202823 スポットケアーズ 訪問型サービス（独自） 灘区城内通４丁目３−２５ 平成30年12月1日 078-882-1619 株式会社ライボン 兵庫県神戸市灘区城内通４丁目３−２５

灘 2870202880 うきうき介護クラブなだ 訪問型サービス（独自） 灘区桜口町４丁目５-１２ フォーラム六甲３０１号 平成31年4月1日 078-858-6600 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番３号

灘 2870202930 ぷてぃケアステーション 訪問型サービス（独自） 灘区大石東町５丁目８−１ 東和ビルⅡ １１１号 令和1年9月1日 078-806-0122 株式会社Ｍ．Ａ．Ｐ．Ｓ 兵庫県神戸市灘区大石東町5丁目8−1東和ビルⅡ−111

灘 2870202971 りんごケアステーション 訪問型サービス（独自） 灘区王子町１丁目１番１４号 令和2年4月1日 078-414-7911 合同会社ＳＯＭＡＫＡ 兵庫県神戸市灘区王子町１丁目１番１４号

灘 2870203037 訪問介護 ここいろ ヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 灘区千旦通3丁目7−10−102号 令和3年7月1日 078-862-9627 合同会社ここいろ 兵庫県神戸市灘区千旦通3丁目7−10−102号

灘 2870203045 ヘルパーサービス 花いちご 訪問型サービス（独自） 灘区鹿ノ下通１丁目４−８シティ六甲R２ビル３０１ 令和3年10月1日 078-802-2822 株式会社華一期 兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通1丁目４−８−３F

灘 2870203086 あっとケア 訪問型サービス（独自） 灘区森後町２丁目１番６号六甲道ロイヤルマンション７０１号 令和4年4月1日 078-862-1131 あっとケア株式会社 兵庫県神戸市灘区森後町２丁目１番６−７０１号

灘 2870203110 トラスト訪問介護センター御影 訪問型サービス（独自） 灘区土山町１６−１ 令和4年7月1日 078-856-3115 株式会社ハイメディック 東京都渋谷区代々木４丁目３６番１９号

灘 2870203151 Gadol Home 訪問型サービス（独自） 灘区岩屋中町4丁目5番10号 令和4年12月1日 078-806-5092 ＮＰＯ法人ＧａｄｏｌＨｏｍｅ 兵庫県神戸市灘区岩屋中町4丁目5番10号

中央 2875100063 神戸高齢者ケアセンター真愛 訪問型サービス（独自） 中央区日暮通５丁目５−８神戸高齢者総合ケアセンター1F 平成30年4月1日 078-242-0738 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 2875100428 コウダイケアサービス訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 中央区八幡通3丁目1番14号サンシポートビル3F 平成29年4月1日 078-891-7356 コウダイケアサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目１番１４号サンシポートビル3F

中央 2875100519 神戸ＹＷＣＡまごの手 訪問型サービス（独自） 中央区二宮町１−１２−１０ 平成29年4月1日 078-231-3156 公益財団法人神戸YWCA 兵庫県神戸市中央区二宮町１丁目１２−１０

中央 2875100600 スミリンケアライフ株式会社摩耶ステーション 訪問型サービス（独自） 中央区脇浜町2丁目11番14号 現代神戸ビル1階 平成30年4月1日 078-291-5388 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

中央 2875100634 ニチイケアセンター三宮 訪問型サービス（独自） 中央区雲井通2丁目1-3 レ−ベン三宮103号室 平成30年4月1日 078-291-5036 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

中央 2875100659 ＮＰＯ法人介護サービスあじさいママ 訪問型サービス（独自） 中央区相生町４−２−３３ 平成29年4月1日 078-367-3562 特定非営利活動法人ＣＯＭ総合福祉研究所 兵庫県神戸市中央区北⾧狭通８丁目１番８号ライオンズマンション神戸西元町１０５号

中央 2875100808 社会福祉法人すまいる厚生会すまいるヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 中央区中山手通４丁目１７−３４ 平成29年4月1日 078-262-9966 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



中央 2875100873 アクティブライフ神戸 訪問型サービス（独自） 中央区籠池通２丁目２−１０ 平成29年4月1日 078-271-0500 株式会社アクティブライフ 大阪府大阪市中央区備後町３−６−１４アーバネックス備後町ビル６階

中央 2875100949 有限会社ケイホワイトヘルパーステーションうさぎ 訪問型サービス（独自） 中央区元町通７丁目３-２ 平成29年4月1日 078-351-7667 有限会社ケイホワイト 兵庫県神戸市中央区元町通７丁目３-２

中央 2875100972 ニチイケアセンター神戸駅前 訪問型サービス（独自） 中央区多聞通４−１−３中山ビル３Ｆ 平成30年4月1日 078-367-3020 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

中央 2875101202 ケア２１三宮 訪問型サービス（独自） 中央区磯上通３丁目２−２エイジングコート三宮２Ｆ 平成30年4月1日 078-251-5826 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

中央 2875101392 ひょうご聴覚障害者介護支援センター 訪問型サービス（独自） 中央区元町通6丁目1-1 栄ビル 平成30年4月1日 078-362-5205 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1-1 栄ビル

中央 2875101467 ネオ介護支援センター 訪問型サービス（独自） 中央区大日通５丁目１−９ 平成29年5月1日 078-262-0607 有限会社ネオ 兵庫県神戸市中央区大日通５丁目１−９

中央 2875101475 アミティー介護センターポートアイランド 訪問型サービス（独自） 中央区港島中町３−１−２神戸ポートビレッジ南棟１５ 平成29年4月1日 078-302-3932 株式会社アミティージョイ 兵庫県神戸市東灘区御影石町１丁目５−３

中央 2875101525 株式会社 オフィスパーソナルケア 訪問型サービス（独自） 中央区東雲通１丁目４−２５サンコート春日野道Ⅱ２０１ 平成30年4月1日 078-252-0324 株式会社オフィスパーソナルケア 兵庫県神戸市中央区神若通１丁目４-１９-６０１

中央 2875101582 やまさんケアー 訪問型サービス（独自） 中央区山本通３丁目１５−１０ 平成30年4月1日 078-221-2973 有限会社ハイブリッジ 兵庫県神戸市中央区山本通３丁目１５−１０

中央 2875101848 ヘルパーステーション・すうふぅ 訪問型サービス（独自） 中央区日暮通2丁目3番3号 平成29年4月1日 078-803-8493 有限会社コンフォート 兵庫県神戸市中央区日暮通2丁目3番3号

中央 2875101962 神戸ケアセンター 訪問型サービス（独自） 中央区中町通2丁目2-5 ローレル神戸駅前102 平成29年4月1日 078-599-6367 株式会社育波 兵庫県神戸市中央区中町通2丁目2-5 ローレル神戸駅前102

中央 2875101988 いきいき介護支援センター 訪問型サービス（独自） 中央区日暮通６丁目１−２９−２０２ 平成29年4月1日 078-762-5556 株式会社一成いきいき介護支援センター 兵庫県神戸市中央区御幸通２丁目１−５−６０３

中央 2875102002 めぐみケアセンター 訪問型サービス（独自） 中央区港島中町３丁目２−６エバーグリーンポートアイランド１階 平成30年4月1日 078-302-5511 株式会社ハミングライフサポート 兵庫県神戸市中央区港島中町３丁目２−６エバーグリーンポートアイランド１階

中央 2875102069 ななみ 訪問型サービス（独自） 中央区諏訪山町１丁目１６ １階西側 平成29年4月1日 078-242-7606 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

中央 2875102093 ヘルパーステーションあぁす 訪問型サービス（独自） 中央区旗塚通５丁目１−２５ 平成29年4月1日 078-862-5601 特定非営利活動法人地域福祉会あぁす 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目1−32

中央 2875102168 東川崎高齢者ケアセンター真愛 訪問型サービス（独自） 中央区東川崎町７丁目４−３ 平成30年4月1日 078-219-6416 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 2875102192 みやび訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） 中央区東雲通6丁目1-18-2 平成30年4月1日 078-230-8888 株式会社SUGAコーポレーション 兵庫県神戸市中央区東雲通6丁目1-18-2

中央 2875102283 社会福祉法人明倫福祉会ヘルパーステーションさんぷら 訪問型サービス（独自） 中央区琴ノ緒町3丁目3-26 平田ビル2階西号室 平成30年4月1日 078-265-0677 社会福祉法人明倫福祉会 兵庫県神戸市中央区港島中町５丁目２

中央 2875102291 ほっとケアセンター友の手 訪問型サービス（独自） 中央区相生町1丁目1-16-401神戸クロエビル 平成29年4月1日 078-381-5102 株式会社シェリール 兵庫県神戸市灘区大内通１丁目３−４

中央 2875102374 ケアステーションプリエール訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 中央区籠池通５丁目１−２５ 平成30年4月1日 078-262-6470 医療法人社団王子会 兵庫県神戸市中央区籠池通５丁目１−２５

中央 2875102515 ケアサービスつぼみ 訪問型サービス（独自） 中央区熊内橋通6丁目1番19号 平成29年4月1日 078-272-6277 株式会社らぽぉる 兵庫県神戸市中央区熊内橋通6丁目1番19号

中央 2875102705 なかよしクラブ神戸中央 訪問型サービス（独自） 中央区元町通４丁目３−１３ＳＥＧＯビル３Ｆ 平成29年4月1日 078-371-0513 株式会社グッドフレンド 兵庫県芦屋市西山町２−６

中央 2875102713 アン介護センター 訪問型サービス（独自） 中央区熊内町１丁目８−１２ 熊内スカイハイツ609号 平成30年4月1日 078-599-6463 株式会社ＦＩＲＳＴＳＡＹ 兵庫県神戸市中央区熊内町一丁目8番12 熊内スカイハイツ609号

中央 2875102895 訪問介護ステーション つばめ 訪問型サービス（独自） 中央区中山手通７丁目８−５ 平成30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 2875103059 株式会社アイル 安心サポートセンター 訪問型サービス（独自） 中央区港島中町二丁目１番地の１２ 北埠頭ビル 平成29年4月1日 078-335-6500 株式会社アイル 兵庫県神戸市中央区港島中町二丁目１番地の１２ 北埠頭ビル

中央 2875103141 訪問介護事業所サニーピア 訪問型サービス（独自） 中央区波止場町３番１２号 平成30年4月1日 078-331-8637 一般財団法人サニーピア医療保健協会 兵庫県神戸市中央区波止場町3番12号

中央 2875103216 朱史ケアセンター 訪問型サービス（独自） 中央区二宮町3丁目13-4 平成30年4月1日 078-891-6421 朱史株式会社 兵庫県神戸市東灘区本山北町四丁目9番6号

中央 2875103257 さくら介護センター 訪問型サービス（独自） 中央区筒井町１丁目３−１４ 平成30年4月1日 078-261-6935 一般社団法人神戸共生会 兵庫県神戸市中央区筒井町1丁目3-14

中央 2875103356 トンド三宮ケアセンター 訪問型サービス（独自） 中央区二宮町三丁目１１番１０号 ＳＡＮＫＯラフィーネ三宮６０１号 平成29年4月1日 078-262-1901 株式会社Ｔｏｎｄｏ 大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目９番２１号



中央 2875103380 ヘルパーステーション あお空 訪問型サービス（独自） 中央区熊内橋通６丁目１番８号 田村ビル１０２号室 平成29年4月1日 078-271-0168 合同会社ｇｉｒａｓｏｌ 兵庫県神戸市中央区旗塚通６丁目１番１６号

中央 2875103422 ホームヘルプサービス スリール春日野道 訪問型サービス（独自） 中央区国香通３丁目２番１９号 平成29年4月1日 078-232-7320 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

中央 2875103463 ケアステーション ほっと 訪問型サービス（独自） 中央区山本通４丁目９番３号 平成29年4月1日 078-202-4129 日土水合同会社 兵庫県神戸市中央区山本通四丁目９番３号

中央 2875103513 脇の浜高齢者介護支援センター 訪問型サービス（独自） 中央区脇浜海岸通３丁目２番６号 平成30年4月1日 078-221-5566 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

中央 2875103596 在宅ケアサービス ソラストポートアイランド 訪問型サービス（独自） 中央区港島中町4丁目1-1 ポートアイランドビル11階 平成29年4月1日 078-302-3030 株式会社ソラスト 東京都港区港南1丁目7番18号

中央 2875103638 ベネットケアセンター 訪問型サービス（独自） 中央区脇浜町一丁目２番３号５０５号室 平成29年4月1日 078-221-3188 株式会社アイタス 大阪府大阪市西成区萩之茶屋一丁目６番１３号

中央 2875103737 訪問介護事業所あそなび 訪問型サービス（独自） 中央区中町通４−２−１１ 村上ビル３F 平成29年11月1日 078-777-5970 株式会社アソビゴエ 兵庫県神戸市中央区中町通４−２−１１ 村上ビル３F

中央 2875103810 あくとケア 神戸三宮 訪問型サービス（独自） 中央区若菜通６−２−１４ センターリングビル２階 平成29年12月1日 078-230-2444 株式会社双泉メディカルケア 東京都墨田区錦糸一丁目１番５号

中央 2875103844 けあさぽーとあんて 訪問型サービス（独自） 中央区日暮通４丁目１番１７号 平成30年5月1日 078-232-3045 合同会社あんて 兵庫県神戸市中央区日暮通４丁目１番１７号

中央 2875103919 株式会社ドアツウドア神戸 訪問型サービス（独自） 中央区浜辺通１丁目１番１８−９０１号 平成31年2月1日 078-251-1110 株式会社ドアツウドア神戸 兵庫県神戸市中央区浜辺通１丁目１番１８−９０１号

中央 2875103935 琴介護サービス 訪問型サービス（独自） 中央区下山手通８丁目１９番２２号 平成31年2月1日 078-335-7133 ミウワ株式会社 兵庫県神戸市中央区下山手通８丁目１９番２２号

中央 2875103984 ダリア訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 中央区中島通５丁目２番４０号 令和1年10月1日 078-803-8470 合同会社フローレンス 兵庫県神戸市中央区中島通５丁目２番４０号

中央 2875104016 ケアステーションここあ 訪問型サービス（独自） 中央区北⾧狭通４丁目７番２８号ー６０１ 令和2年3月1日 078-223-4162 合同会社あゆむ 兵庫県神戸市中央区北⾧狭通４丁目７番２８号ー６０１

中央 2875104024 Ｃａｒｅステーション ひととき 訪問型サービス（独自） 中央区吾妻通１丁目１−２８ 令和2年4月1日 078-231-6502 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 2875104032 へるぱーすてーしょんレッツ 訪問型サービス（独自） 中央区港島中町３丁目１番地の２神戸ポートアベニュー南棟１階５号室 令和2年5月1日 078-599-9171 ハートフリー株式会社 京都府京都市伏見区竹田西段川原町５４番地

中央 2875104057 一般社団法人アフレル 訪問型サービス（独自） 中央区日暮通１−１−２１ ヌーベル春日２０１ 令和2年7月1日 078-261-1531 一般社団法人アフレル 兵庫県神戸市中央区日暮通１−１−２１ ヌーベル春日２０１

中央 2875104073 有限会社山陽メディカル山陽ケアセンター神戸 訪問型サービス（独自） 中央区国香通５丁目２番30号 国香レジデンス202 令和2年8月1日 078-955-6834 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 2875104099 ツクイ神戸三宮 訪問型サービス（独自） 中央区旭通１-１-１サンピア１１３ 令和2年10月1日 078-230-3521 株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号

中央 2875104115 ロイヤルライフ 訪問型サービス（独自） 中央区花隈町31番６号 令和2年11月1日 078-341-0339 合同会社ロイヤルライフ 兵庫県神戸市中央区花隈町31番６号

中央 2875104131 異人館の丘 訪問型サービス（独自） 中央区元町通４丁目６番１７号２階 令和3年1月1日 078-382-4126 特定非営利活動法人神戸パートナーズ 兵庫県神戸市中央区北野町３丁目７番１号

中央 2875104149 Ｌｉｔ 訪問型サービス（独自） 中央区元町通２丁目５−１４ キヨシマビル２階 令和3年2月1日 078-381-9867 株式会社Ｌｉｔ 兵庫県神戸市中央区元町通３丁目１２番１７号

中央 2875104206 ケアサービスあさひ 訪問型サービス（独自） 中央区琴ノ緒町３丁目４番２号ラ・エソール２階２０５ 令和3年9月1日 078-200-6858 合同会社あさひ 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町３丁目４番２号ラ・エソール２階２０５

中央 2875104222 マナマナ 訪問型サービス（独自） 中央区宮本通3丁目1番7号 SIハイツ宮本２F 令和3年9月1日 078-414-8066 株式会社ジャット 兵庫県神戸市中央区宮本通３丁目１番７号ＳＩハイツ宮本２Ｆ

中央 2875104255 介護処 花笑み 訪問型サービス（独自） 中央区生田町２丁目１−７ メイナー新神戸２０１ 令和4年1月1日 078-414-7375 合同会社一順 兵庫県神戸市東灘区本庄町１丁目５番１７号

中央 2875104271 ケアセンターいくた 訪問型サービス（独自） 中央区旭通１丁目１番１号サンピア１０５ 令和4年4月1日 078-271-1165 合同会社いくた 兵庫県神戸市中央区旭通１丁目１番１号サンピア１０５

中央 2875104297 永神館ヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 中央区栄町通６丁目１番８号 令和4年4月1日 078-341-0775 社会福祉法人豊益会 兵庫県神戸市中央区栄町通６丁目１番１０号

中央 2875104305 ケアステーション七彩 訪問型サービス（独自） 中央区多聞通２丁目４−４ブックローン神戸ビル西館７階Ａ室 令和4年3月1日 078-599-6565 株式会社マリンブルー 兵庫県神戸市中央区相生町５丁目１７−６カサベラ神戸９０７

中央 2875104347 アポロケア 訪問型サービス（独自） 中央区下山手通５丁目７番地７号サンゼン山手ハイツ６０２号 令和4年8月1日 078-335-5578 アポロ株式会社 兵庫県神戸市北区北五葉４丁目８番１８号

中央 2875104354 訪問介護グローバル 神戸中央事業所 訪問型サービス（独自） 中央区東町123番地1 貿易ビル710号 令和4年11月1日 078-595-9811 株式会社ＧＥ 兵庫県神戸市中央区東町123番地1



中央 2875104362 訪問介護事業所さかのうえ 訪問型サービス（独自） 中央区中町通４丁目２−１１村上ビル４Ｆ 令和4年12月1日 078-351-5511 スロープ株式会社 兵庫県神戸市中央区中町通４丁目２番１１号村上ビル４階

中央 2875104388 Helper base.ハノケア 訪問型サービス（独自） 中央区中山手通１丁目15番７号東門エースタウンビル502号室 令和5年2月1日 078-599-8003 合同会社ｈａｎｏｃａｒｅ 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目17番６号

中央 2875104396 のんびりケア 訪問型サービス（独自） 中央区加納町４丁目９番25号エスポワール加納町401号室 令和5年3月1日 078-600-9505 のんびりケア合同会社 兵庫県神戸市中央区熊内町3丁目4番24号

中央 28A5100017 布亀株式会社 家庭生活応援事業部 神戸事業所 訪問型サービス（独自） 中央区若菜通６丁目４番２１号 令和2年3月1日 078-231-3561 布亀株式会社 兵庫県西宮市今津二葉町３番６号

兵庫 2860590047 訪問看護ステーションみさき 訪問型サービス（独自） 兵庫区磯之町１−１ケインズリカービル２階 平成29年4月1日 078-671-0925 医療法人一輝会 兵庫県神戸市中央区北⾧狭通５−３−５

兵庫 2870500085 高齢者生協ケアステーションひらの 訪問型サービス（独自） 兵庫区下三条町８−２０ 平成29年4月1日 078-574-4886 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 2870500192 ひょうごホームナーシング研究センター 訪問型サービス（独自） 兵庫区馬場町17-９ 平成29年4月1日 078-371-7634 有限会社ひょうごホームナーシング研究センター 兵庫県神戸市兵庫区馬場町17-９

兵庫 2870500291 訪問介護ゆうケアサービス 訪問型サービス（独自） 兵庫区荒田町３丁目５７−４ 平成29年4月1日 078-521-7241 有限会社ゆうケアサービス 兵庫県神戸市兵庫区荒田町３丁目５７番４号

兵庫 2870500317 アースサポート神戸 訪問型サービス（独自） 兵庫区荒田町１丁目１０番５号 平成29年4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 2870500457 ニッシンケアサービス 訪問型サービス（独自） 兵庫区塚本通１丁目２−２ニッシン第２ビル 平成29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 2870500465 ニチイケアセンター湊川 訪問型サービス（独自） 兵庫区水木通２丁目２−２５水木通マンション１階 平成30年4月1日 078-577-7236 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

兵庫 2870500515 ホームヘルパーステーションドルフィンケアサポート 訪問型サービス（独自） 兵庫区菊水町5丁目2−3 平成30年4月1日 078-515-1418 有限会社みなとがわサービス 兵庫県神戸市兵庫区湊川町３−１３−２０

兵庫 2870500531 海光園ケアサービス 訪問型サービス（独自） 兵庫区菊水町１０丁目４０番地 平成30年4月1日 078-511-7943 社会福祉法人海光園 兵庫県神戸市兵庫区菊水町１０丁目４０番地

兵庫 2870500549 特定非営利活動法人訪問在宅介護サービスみづき 訪問型サービス（独自） 兵庫区水木通３丁目１番３号 平成29年4月1日 078-575-1144 特定非営利活動法人訪問在宅介護サービスみづき 兵庫県神戸市兵庫区水木通３丁目１番３号

兵庫 2870500754 ユニ介護センター 訪問型サービス（独自） 兵庫区駅前通４−１−３２ 平成30年4月1日 078-578-1011 株式会社SNOWPLUM 兵庫県神戸市兵庫区駅前通４−１−３２

兵庫 2870501083 ケア２１湊川 訪問型サービス（独自） 兵庫区下祇園町40番19号 シャロームヒラノ 103号室 平成30年4月1日 078-371-7321 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

兵庫 2870501117 特定非営利活動法人ライフサポートアロエ 訪問型サービス（独自） 兵庫区佐比江町５２−２畑マンション４階４０２号室 平成30年4月1日 078-681-3135 特定非営利活動法人ライフサポートアロエ 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町５２−２畑マンション４階４０２号室

兵庫 2870501158 ヘルパーステーションいきいき 訪問型サービス（独自） 兵庫区荒田町２丁目２０−１０４ 平成29年4月1日 078-574-1090 有限会社いきいき 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目２０−５０８

兵庫 2870501208 まいらいふ兵庫 訪問型サービス（独自） 兵庫区下祇園町１−１３グローバルハイツ１Ｆ 平成30年4月1日 078-366-4484 有限会社まいらいふ 兵庫県神戸市兵庫区下祇園町1-13

兵庫 2870501398 すいーとぴー兵庫 訪問型サービス（独自） 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号 平成29年5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号

兵庫 2870501521 ステップケア 訪問型サービス（独自） 兵庫区西柳原町４−２２−２０１ 平成30年4月1日 078-652-7892 有限会社阪神メディプラン 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町４−２２−２０１

兵庫 2870501547 みどり訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） 兵庫区中道通１丁目３番３１号 平成29年6月1日 078-575-2180 医療法人社団せんだん会 兵庫県神戸市兵庫区大開通２丁目２−１

兵庫 2870501562 有限会社朋 訪問型サービス（独自） 兵庫区小松通５丁目２番９号 平成29年6月1日 078-681-7481 有限会社朋 兵庫県神戸市兵庫区小松通５丁目２−９

兵庫 2870501604 アトムケアセンター兵庫 訪問型サービス（独自） 兵庫区新開地４丁目３−７−４０２ 平成30年4月1日 078-367-4450 有限会社アトムズ 兵庫県神戸市兵庫区新開地４丁目３−７

兵庫 2870501620 夢野介護ステーション 訪問型サービス（独自） 兵庫区夢野町４丁目３−１３ 平成30年4月1日 078-511-3407 社会福祉法人神戸光有会 兵庫県神戸市兵庫区夢野町４丁目３−１３

兵庫 2870501646 浜山高齢者介護支援センター 訪問型サービス（独自） 兵庫区浜中町１−１６−１８ 平成29年4月1日 078-652-8731 社会福祉法人神戸千ヶ峰会 兵庫県神戸市兵庫区浜中町１−１６−１８

兵庫 2870501653 株式会社ケアサービス・マモル 訪問型サービス（独自） 兵庫区荒田町3丁目5番22号 平成30年4月1日 078-511-3485 株式会社ケアサービス・マモル 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目5番22号

兵庫 2870501786 ボンケア 本店 訪問型サービス（独自） 兵庫区荒田町1丁目15番6号2Ｆ 平成29年6月1日 078-578-1165 株式会社ボン 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目15番6号 2Ｆ

兵庫 2870501794 千代ケアサービス 訪問型サービス（独自） 兵庫区出在家町２丁目４−２８ 平成30年4月1日 078-681-6009 千代ケアサービス株式会社 兵庫県神戸市兵庫区出在家町２丁目４−２８



兵庫 2870501802 訪問介護サービス菜の花 訪問型サービス（独自） 兵庫区荒田町３丁目６８−９ラムール荒田１Ｆ 平成30年4月1日 078-579-8327 合同会社菜の花 兵庫県神戸市兵庫区荒田町３丁目６８−９

兵庫 2870501901 ヘルパーステーションこころ 訪問型サービス（独自） 兵庫区佐比江町１８−１１ 平成30年3月1日 078-682-4970 有限会社高斉 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町１８−１１

兵庫 2870501950 ライフパートナーおけぴ 訪問型サービス（独自） 兵庫区駅前通４丁目２−１３ 平成30年4月1日 078-578-6880 特定非営利活動法人おーけすとら・ぴっと 兵庫県神戸市兵庫区駅前通４丁目２−１３

兵庫 2870501968 介護サービスサンライズ 訪問型サービス（独自） 兵庫区水木通３丁目１−８川西ビル２階 平成30年4月1日 078-577-0039 株式会社サンライズ 兵庫県神戸市兵庫区中道通３丁目２−２０

兵庫 2870502032 ひだまり介護 訪問型サービス（独自） 兵庫区湊川町９丁目１８−３ 平成29年4月1日 078-381-5620 合同会社小林 兵庫県神戸市兵庫区上沢通４−１−１７−４０４

兵庫 2870502065 ＳＯＭＰＯケア神戸上沢訪問介護 訪問型サービス（独自） 兵庫区上沢通８丁目２−５ 平成30年4月1日 078-521-0751 SOMPOケア株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番8号

兵庫 2870502081 訪問介護事業所ゆめのはし 訪問型サービス（独自） 兵庫区夢野町２丁目１４１番地メゾンドマーシュ２０１号 平成29年4月1日 078-577-8087 株式会社澤田 兵庫県神戸市兵庫区夢野町２丁目１４１番地

兵庫 2870502156 ケアサービスだんらん 訪問型サービス（独自） 兵庫区塚本通五丁目2番15号シティスペース301号 平成30年4月1日 078-512-5822 合同会社Sｅｅｄ 兵庫県神戸市兵庫区塚本通五丁目２番15号シティスペース301号

兵庫 2870502164 あいどるケア 訪問型サービス（独自） 兵庫区荒田町四丁目７番２５号 パレスサントノーレ１階 平成29年4月1日 078-521-7226 株式会社あいどる 兵庫県神戸市兵庫区湊川町四丁目１０番１１号

兵庫 2870502198 ヘルパーステーションあさんて 訪問型サービス（独自） 兵庫区塚本通６丁目１−３サンシャイングレード兵庫２０１号 平成30年4月1日 078-578-3340 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 2870502255 ヘルパーステーションきせき 訪問型サービス（独自） 兵庫区上沢通７丁目１−１５ハイライフ上沢Ⅶ２０２号室 平成30年4月1日 078-761-8111 株式会社Ｍ＆Ｍ 兵庫県神戸市兵庫区上沢通七丁目１番１５号 ハイライフ上沢Ⅶ２０２号室

兵庫 2870502610 潤 介護センター 訪問型サービス（独自） 兵庫区兵庫町一丁目２番２１号 平成30年4月1日 078-651-0351 株式会社潤 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町一丁目２番２１号

兵庫 2870502636 ハッピー介護センター 訪問型サービス（独自） 兵庫区湊川町5丁目7番12-105号 平成30年4月1日 078-511-6685 シグマ企画株式会社 兵庫県神戸市兵庫区菊水町五丁目６番１２号

兵庫 2870502750 アーチ訪問介護 大開 訪問型サービス（独自） 兵庫区大開通５丁目２−２２ シーナ神戸大開ビル 平成30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 2870502784 ヘルパーステーションオリンピア兵庫 訪問型サービス（独自） 兵庫区小松通五丁目１番１４号 平成29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 2870502792 ケアサポートゆめハウス ひょうご 訪問型サービス（独自） 兵庫区湊町４丁目２−１２−１０２号 平成29年4月1日 078-381-6000 有限会社ヒールライフ 兵庫県神戸市西区狩場台一丁目３０番地の５０

兵庫 2870502842 コウダイケアサービス兵庫訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 兵庫区水木通２丁目２番１７号 エルア・ジャスモ１F 平成29年4月1日 078-579-8615 コウダイケアサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区八幡通三丁目１番１４号 サンシポートビル３F

兵庫 2870502891 ケアふれんず 訪問型サービス（独自） 兵庫区下沢通2丁目2-29 平成30年4月1日 078-577-8001 BIGUNDER株式会社 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目2-29

兵庫 2870503055 株式会社わっくいーず 訪問型サービス（独自） 兵庫区新開地３丁目３番１８号 わっくビル４０１ 平成29年4月1日 078-574-1730 株式会社わっくいーず 兵庫県神戸市兵庫区新開地３丁目３番１８号 わっくビル４０１

兵庫 2870503089 ハート介護サービス湊川 訪問型サービス（独自） 兵庫区西上橘通１丁目１−４ 平成29年4月1日 078-579-8188 株式会社ハート介護サービス 大阪府大阪市北区南森町２丁目２番９号

兵庫 2870503154 ケア こひつじ 訪問型サービス（独自） 兵庫区永沢町２丁目４−１３ ４Ｆ 平成29年4月1日 078-599-5335 特定非営利活動法人ひつじ会 兵庫県神戸市兵庫区永沢町２丁目４−１３

兵庫 2870503170 株式会社ベストウェルベストケア神戸営業所 訪問型サービス（独自） 兵庫区荒田町２丁目７−１３ 平成30年4月1日 078-578-8003 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 2870503188 訪問介護えびす 訪問型サービス（独自） 兵庫区中道通一丁目１番８号ー４０１ 平成29年4月1日 078-599-8864 株式会社Daikoku 兵庫県神戸市兵庫区中道通一丁目１番８号

兵庫 2870503212 ケアサービス ぐっどけあ 訪問型サービス（独自） 兵庫区菊水町８丁目２−１ 平成29年4月1日 078-381-5407 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 2870503261 合同会社 介護サービスセンター凛 訪問型サービス（独自） 兵庫区熊野町５丁目２−４ 平成29年4月1日 078-219-4121 合同会社介護サービスセンター凛 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町二丁目１０番８号

兵庫 2870503311 ケアステーションきらら神戸 訪問型サービス（独自） 兵庫区上庄通３−２−１６ 平成29年4月1日 078-671-5760 スターツケアサービス株式会社 東京都江戸川区中葛西３−３７−４

兵庫 2870503352 介護センター つるぎ 訪問型サービス（独自） 兵庫区御崎本町２丁目10-2 栄光ハイツ103号 平成30年4月1日 078-652-4477 株式会社剣 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町２丁目10-2 栄光ハイツ103号

兵庫 2870503394 サポートクラブゆう兵庫 訪問型サービス（独自） 兵庫区水木通10-2-15 平成30年7月1日 078-515-6165 株式会社サポートクラブゆう 兵庫県神戸市兵庫区水木通10丁目2番15号

兵庫 2870503469 訪問介護ステーションかがやき 訪問型サービス（独自） 兵庫区笠松通６−４−１１ 平成31年1月1日 078-681-1833 株式会社東洋信号通信社 神奈川県横浜市中区山手町１８６



兵庫 2870503477 ホームヘルプサービススリール湊川 訪問型サービス（独自） 兵庫区福原町15番18号 平成31年1月1日 078-515-6556 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

兵庫 2870503493 ラポールヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 兵庫区石井町２丁目３-１０ スマイルウエスト２０５ 平成31年4月1日 078-579-9810 ケアスラポール合同会社 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町1丁目９-２

兵庫 2870503543 ケア２１兵庫駅前通り 訪問型サービス（独自） 兵庫区浜崎通１０−１７Ａｎｇｅｌｏｔ１階１０１号室 令和2年4月1日 078-652-0221 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

兵庫 2870503568 ヘルパーステーション十人十色 神戸南 訪問型サービス（独自） 兵庫区浜崎通１−３９ インペリアル１０１ 令和1年12月1日 078-686-1300 コンフィット株式会社 兵庫県宝塚市小林４番地 新明海ビル３０５号

兵庫 2870503576 グリーンアップルＨｏｍｅＣａｒｅ 訪問型サービス（独自） 兵庫区上沢通７丁目１−２ ドミール・神戸１Ｆ 令和2年5月1日 078-578-9005 株式会社ＧｒｅｅｎＡｐｐｌｅ 兵庫県神戸市兵庫区上沢通７丁目１−２

兵庫 2870503600 ケアステーション ぴすたちお 訪問型サービス（独自） 兵庫区大開通二丁目３番６号メゾンユニベール２０２ 令和2年9月1日 078-531-1515 合同会社REATHICSJAPAN 兵庫県神戸市兵庫区大開通二丁目３番６号メゾンユニベール２０２

兵庫 2870503618 ニチイケアセンター兵庫みさき 訪問型サービス（独自） 兵庫区出在家町１丁目２−５丸西中之島ビル２０７号室 令和2年9月1日 078-686-7150 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

兵庫 2870503634 すてーしょん さくら 訪問型サービス（独自） 兵庫区三川口町３丁目５−２４アリストビル５０１ 令和2年9月1日 078-778-0234 合同会社咲良 兵庫県神戸市兵庫区三川口町３丁目５番２４−５０１号

兵庫 2870503642 ツクイ神戸南 訪問型サービス（独自） 兵庫区上沢通４−１−４ 令和2年10月1日 078-515-1701 株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号

兵庫 2870503667 ヘルパーステーションキラキラ 訪問型サービス（独自） 兵庫区湊町３丁目１番７号マルヨシビル３Ｆ 令和3年2月1日 078-512-2000 株式会社ｋｉｒａｋｉｒａ 兵庫県神戸市兵庫区湊町３丁目１番７号

兵庫 2870503733 ケアステーションこぱん 訪問型サービス（独自） 兵庫区福原町1番3−201 令和3年8月1日 078-515-8860 株式会社ＹＴ 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目2番24号

兵庫 2870503758 訪問介護ステーション サーマルケア 訪問型サービス（独自） 兵庫区笠松通６丁目１−１７ モウトハウス１B 令和3年10月1日 078-224-5468 株式会社サーマルケア 兵庫県神戸市兵庫区笠松通６丁目１−１７

兵庫 2870503766 夢ぽけっと 訪問型サービス（独自） 兵庫区水木通2丁目1番9号 中山記念会館301 令和3年12月1日 078-579-7602 特定非営利活動法人兵庫盲ろう者友の会 兵庫県神戸市兵庫区水木通2丁目1番9号 中山記念会館301

兵庫 2870503774 ケアステーション輝 訪問型サービス（独自） 兵庫区塚本通2丁目1−6栄光ハイツ101号 令和3年12月1日 078-515-8203 株式会社輝 兵庫県神戸市兵庫区塚本通5丁目4−12酒井ハイツ201

兵庫 2870503782 ｅｎｙ 訪問型サービス（独自） 兵庫区荒田町１丁目９−４−１Ｆ 令和4年1月1日 078-579-7110 株式会社ボン 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目15番6号 2Ｆ

兵庫 2870503790 またあした 訪問型サービス（独自） 兵庫区本町２丁目３−２５GNビル１階 令和4年1月1日 078-766-5586 株式会社また明日 大阪府吹田市春日３丁目１７番９３号

兵庫 2870503808 リンクヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 兵庫区本町1丁目4番21号 令和4年2月1日 078-652-0140 有限会社デイケアリンク 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目4番21号

兵庫 2870503840 訪問介護 わをなす兵庫 訪問型サービス（独自） 兵庫区大開通３−１−３グランメゾン神戸１０３号 令和4年8月1日 078-381-7647 株式会社モンキーポッド 兵庫県神戸市東灘区青木５丁目１１番２−５０６号

兵庫 2870503857 ケアＣｉｅｌ 訪問型サービス（独自） 兵庫区西柳原町３−２１−４０１ 令和4年9月1日 078-763-4646 合同会社Ｃｉｅｌ 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町３−２１−４０１

兵庫 2870503865 ケアステーションDear 訪問型サービス（独自） 兵庫区浜中町２丁目１１−１０ 令和4年9月1日 078-201-3954 株式会社Ｄｅａｒ 兵庫県神戸市兵庫区浜中町２丁目１１番１０号

兵庫 2870503881 すずらんヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 兵庫区下沢通７−２−２６ ラ・フィーネ１０１号室 令和4年9月1日 078-224-5113 株式会社ふくろう 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町４丁目１−１６

兵庫 2870503899 ヘルパーステーションTAMAGO 訪問型サービス（独自） 兵庫区浜山通３丁目６−２ 令和4年10月1日 078-599-5302 特定非営利活動法人ＫＯＢＥ楽農菜園 兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原２丁目３番１４−２０２号

兵庫 2870503915 ヘルパーステーション ラグナケア 訪問型サービス（独自） 兵庫区大開通8丁目1−21−2階 イーデンハイツオクトピア 令和4年12月1日 078-515-5110 社会福祉法人報恩会 兵庫県神戸市兵庫区大開通８丁目１番２１号ー２階

兵庫 2870503923 介護サポート ぱんだ 訪問型サービス（独自） 兵庫区駅南通３丁目１番２０号白澤ビル２階 令和4年12月1日 078-652-0258 合同会社ＳＥＣ 兵庫県神戸市兵庫区駅南通３丁目１番２０号白澤ビル２階

兵庫 2870503949 訪問介護アプリコット 訪問型サービス（独自） 兵庫区本町１丁目１番18号 令和5年2月1日 078-381-5232 株式会社杏花 兵庫県神戸市兵庫区本町１丁目１番18号

兵庫 2870503956 ヘルパーステーション チャオ 訪問型サービス（独自） 兵庫区荒田町１-７-12 臼井ハウス南１Ｆ 令和5年3月1日 078-599-5971 株式会社ＭｏｉＬｉｆｅ 兵庫県神戸市兵庫区荒田町１丁目７-12

北 2875000222 西すず安心センター 訪問型サービス（独自） 北区北五葉１丁目１３−１レ・アールビル３Ｆ 平成30年4月1日 078-596-1398 特定非営利活動法人西すず安心センター 兵庫県神戸市北区北五葉１丁目１３−１レ・アールビル３Ｆ

北 2875000487 神鉄ケアサービスセンター 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台南町６丁目１−１ 平成29年4月1日 078-596-1650 神戸電鉄株式会社 兵庫県神戸市兵庫区新開地１-３-２４

北 2875000495 神戸アドベンチスト病院訪問介護三育センター 訪問型サービス（独自） 北区有野台８丁目９番地 平成29年4月1日 078-981-4080 セブンスデー・アドベンチスト教団 神奈川県横浜市旭区上川井町８４６



北 2875000552 ニチイケアセンター鈴蘭台 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台北町１−１３−２０サンハイツ北町Ｂ棟１０１ 平成30年4月1日 078-596-0952 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

北 2875000701 生活協同組合コープこうべ在宅介護サービス鈴蘭台 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台北町１−１２−５コープ鈴蘭台東 平成29年4月1日 078-592-3072 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

北 2875000768 やすらぎ訪問介護センター 訪問型サービス（独自） 北区山田町小部字惣六畑山８−１８ 平成30年4月1日 078-596-6080 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 2875000800 有限会社エイゼットケア 訪問型サービス（独自） 北区東大池１丁目１８−１ 平成30年4月1日 078-987-4311 有限会社エイゼット 兵庫県神戸市北区東大池１丁目１８−１

北 2875000834 ニッシンケアサービス神戸北事業所 訪問型サービス（独自） 北区緑町3丁目2-47 平成29年4月1日 078-581-4361 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

北 2875000925 訪問介護事業所まごころ 訪問型サービス（独自） 北区山田町下谷上字門口9-4 平成29年4月1日 078-582-3637 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 2875000990 ほくとヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 北区山田町下谷上字門口１０番３ 平成30年4月1日 078-582-5589 医療法人社団健心会 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字梅木谷３７番３

北 2875001014 ナンバーワン・ケア 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台北町４丁目２−９ 平成29年4月1日 078-592-8988 有限会社ナンバーワン・プランニング 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町４丁目２-９

北 2875001121 かいてき介護サービス 訪問型サービス（独自） 北区南五葉１丁目３−１７ 平成30年4月1日 078-594-1521 株式会社かいてき介護サービス 兵庫県神戸市北区南五葉１丁目３−１７

北 2875001154 ケア２１神戸北 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台北町1丁目2番4号 田和ビル1階 平成30年4月1日 078-596-1321 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

北 2875001246 コウダイケアサービス神戸北訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台西町1丁目16-3 平成30年4月1日 078-595-5881 コウダイケアサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目１番１４号サンシポートビル3F

北 2875001295 ニコニコクラブ 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台西町2丁目１４−１ ハイツハタヤA 平成29年4月10日 078-591-5630 有限会社ニコニコクラブ 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2丁目１４-１ ハイツハタヤA

北 2875001626 トーク訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） 北区星和台７丁目４番地の１１ 平成30年4月1日 078-595-1199 株式会社交通救護センタークサカ 兵庫県神戸市北区星和台７丁目４番地の１１

北 2875001733 け・あーずＫＯＢＥ 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台南町５−７−１８−１０１大西コーポ 平成30年4月1日 078-592-8074 有限会社け・あーず 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町５丁目７−１８大西コーポ１０１

北 2875001832 陽光介護企業組合ケアセンターひよどり 訪問型サービス（独自） 北区ひよどり台２丁目１−２ 平成30年4月1日 078-743-7771 陽光介護企業組合 兵庫県神戸市北区ひよどり台２丁目１−２

北 2875001873 養護老人ホーム鈴蘭台荘 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台東町２丁目４−６ 平成30年4月1日 078-591-0024 社会福祉法人鈴蘭台荘 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町２丁目４−６

北 2875001964 神港園しあわせの家ホームヘルプセンター 訪問型サービス（独自） 北区南五葉１丁目2-30濱岡ビル201号 平成29年4月1日 078-596-6660 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

北 2875002012 株式会社ケアサービスのぞみ 訪問型サービス（独自） 北区有野中町２丁目１９−１５ 平成29年6月1日 078-987-1860 株式会社ケアサービスのぞみ 兵庫県神戸市北区有野中町２丁目１９−１５

北 2875002178 訪問介護ぱんだ 訪問型サービス（独自） 北区北五葉４−３−１７ユートピア２０Ａ−２０１ 平成30年4月1日 078-595-5224 株式会社和環和 兵庫県神戸市北区北五葉４−４−２８−３０３

北 2875002459 共生塾 訪問型サービス（独自） 北区筑紫が丘３丁目７−７ 平成30年4月1日 078-581-5850 特定非営利活動法人ヤンヤンのおうち 兵庫県神戸市北区筑紫が丘３丁目７−６

北 2875002467 ゆうゆうライフケア 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台南町６丁目１３−１３ 平成30年4月1日 078-593-7544 株式会社ゆうゆう 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町６丁目１３−１３

北 2875002574 ソーシャルサポート 訪問型サービス（独自） 北区藤原台北町６丁目３−２ソーシャルコート藤原台北町２階 平成30年4月1日 078-981-3517 株式会社ソーシャルライフ 兵庫県神戸市垂水区本多聞７丁目５−１

北 2875002582 ふうらん介護ステーション 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台南町１丁目４−６ 平成30年4月1日 078-594-6120 株式会社風蘭 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町１丁目４−６

北 2875002590 ネオライフサポート ヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 北区八多町中８９４番地 平成29年4月1日 078-951-1326 株式会社ネオライフサポート 兵庫県神戸市北区八多町中８９４番地

北 2875002806 ケア２１岡場 訪問型サービス（独自） 北区藤原台中町二丁目１６番９号トーショクビル３０２号室 平成30年4月1日 078-981-5221 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

北 2875002988 訪問介護事業所 サクラ 訪問型サービス（独自） 北区道場町日下部１８４４番地 平成29年4月1日 078-951-1556 有限会社健幸会 兵庫県神戸市北区八多町中1367番地

北 2875002996 訪問介護ステーションウェルカトレア 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台西町二丁目２２番３号 平成29年4月1日 078-591-3981 医療法人社団顕修会 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町二丁目２１番５号

北 2875003051 レオ・ケアステーション神戸北 訪問型サービス（独自） 北区有野町有野２８３８ 平成30年4月1日 078-982-8190 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

北 2875003267 訪問介護事業所フルライフケア神戸北 訪問型サービス（独自） 北区山田町下谷上字門口４−１ 平成29年4月1日 078-583-5700 株式会社フルライフケア 大阪府大阪市中央区南本町１丁目２番６号 ブルームビル４階



北 2875003275 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 済生会ふじの里 訪問型サービス（独自） 北区藤原台中町５丁目１番３号 サービス付き高齢者向け住宅 ウェストサイド藤原台内 平成29年4月1日 078-987-2263 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会 兵庫県神戸市北区藤原台中町５丁目１番１号

北 2875003622 砂のあしあとヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 北区藤原台南町４−１１−７ サンビレッジ北神戸Ｃ−１０２ 平成30年1月1日 078-597-6771 株式会社フレンズ 兵庫県神戸市北区藤原台南町４−１５−１３

北 2875003663 しあわせの菜の花畑訪問介護ステーション神戸 訪問型サービス（独自） 北区菖蒲が丘１丁目１４−２ 平成30年6月1日 078-951-4165 株式会社日宅 大阪府豊中市大島町３丁目８番３号

北 2875003697 かいごの森 山の街 訪問型サービス（独自） 北区緑町７丁目１−２６ラムール山の街２０３号 平成30年7月1日 078-586-2233 HealingForest合同会社 兵庫県神戸市西区狩場台５丁目５−５１

北 2875003812 ヘルパーステーション 花水木 訪問型サービス（独自） 北区有野中町４丁目１４番１５ シュロスアリノ４０３号 令和1年7月1日 078-595-8738 株式会社Ｋ＆Ｙ 兵庫県三田市つつじが丘北２丁目１５番地１０

北 2875003820 ニチイケアセンター谷上 訪問型サービス（独自） 北区谷上西町２７番２ 谷上ハイツ２０１号室 令和1年9月1日 078-582-5410 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

北 2875003846 ヘルパーステーション菜々 訪問型サービス（独自） 北区西大池２丁目２６番２ 令和2年2月1日 078-595-8877 医療法人八十嶋病院 兵庫県神戸市須磨区飛松町５丁目２番地の１

北 2875003879 ヘルパーステーション かえで 訪問型サービス（独自） 北区東大池2-18-6 サルビア倶楽部東大池 令和2年6月1日 078-987-3000 株式会社ラフアンドケア 兵庫県神戸市北区鳴子２丁目１７−２サクセス星和台２０３

北 2875003903 あさひサンヴィレッジ鈴蘭台東 訪問型サービス（独自） 北区山田町小部字広苅２０番１ 令和2年9月1日 078-594-4111 あさひケアサービス株式会社 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町三丁目１１番１１号

北 2875003911 あさひサンヴィレッジ二軒茶屋 訪問型サービス（独自） 北区山田町小部高橋７−１ 令和2年9月1日 078-594-1800 あさひケアサービス株式会社 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町三丁目１１番１１号

北 2875003929 ツクイ神戸北 訪問型サービス（独自） 北区惣山町５−９−７ 令和2年10月1日 078-596-5646 株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号

北 2875003937 ツクイ神戸鈴蘭台 訪問型サービス（独自） 北区北五葉１−５−１ハピネスプラザ１０５ 令和2年10月1日 078-593-6683 株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号

北 2875003986 やさしい手北鈴蘭台 訪問型サービス（独自） 北区松宮台１丁目８２番１号 令和3年1月1日 078-592-8005 株式会社やさしい手広野高原 兵庫県神戸市西区北山台３丁目１２番１５号

北 2875003994 訪問介護リブウェル西大池 訪問型サービス（独自） 北区西大池２丁目７番４９号 令和3年1月1日 078-586-2830 株式会社ビオネスト 兵庫県神戸市中央区御幸通２丁目１番６号

北 2875004075 ケアステーション助っ人 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台北町５丁目１３番２号 令和3年10月1日 078-219-5379 株式会社兵庫ケアサービス 兵庫県神戸市兵庫区里山町１番地の２２４

北 2875004083 ライフサポート結び.Sinse 訪問型サービス（独自） 北区山田町上谷上字古々谷６−５ おじまビルA−２ 令和4年1月1日 078-958-5366 合同会社ライフサポート結び 兵庫県神戸市灘区山田町３丁目２−２６ 六甲ＳＫビル３０１

北 2875004091 ｔｅａｍ．Ｆ 訪問型サービス（独自） 北区松が枝町２丁目１番２４号山内ビル１０１号 令和4年1月1日 078-907-6397 合同会社ｔｅａｍ．Ｆ 兵庫県神戸市北区松が枝町２丁目１番２４号

北 2875004109 ハートケア 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台北町5丁目4−5 令和4年2月1日 078-597-8905 株式会社マインドケア 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町5丁目4−5

北 2875004117 かれん訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） 北区菖蒲が丘1丁目534−59 メディケアレジデンス神戸北１階 令和4年3月1日 078-952-0670 株式会社香蓮精舎 兵庫県神戸市北区菖蒲が丘1丁目534−59

北 2875004133 いちらんヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 北区山田町小部字西ノ岡谷１８−９ 令和4年5月1日 078-766-5670 株式会社いちらん 兵庫県神戸市北区山田町小部字西ノ岡谷１８−９

北 2875004166 すずらん台 訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台南町９丁目１番１０号 令和4年12月1日 078-597-7716 株式会社サンガジャパン 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１１番地９

北 2875004174 笑輪 訪問型サービス（独自） 北区鈴蘭台東町3丁目3-25-101 令和4年12月1日 078-593-3222 株式会社笑輪 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町3丁目3番25号-101

北 2875004182 かいごへる・ぱー ハイ・にこ・ポン 訪問型サービス（独自） 北区有野町有野字宮の下927-1 令和4年12月1日 078-779-7315 一般社団法人神戸総合支援センターheart 兵庫県神戸市北区藤原台南町3丁目9番12号

北 2875004232 訪問介護事業所 ＣＯＬＯＲ 訪問型サービス（独自） 北区谷上西町27番２号 令和5年4月1日 078-597-9563 株式会社アリー 兵庫県神戸市北区谷上東町３番11-701号

⾧田 2870600075 高齢者生協ケアステーションながた 訪問型サービス（独自） ⾧田区大橋町９丁目４−６ 平成29年4月1日 078-641-9819 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

⾧田 2870600182 高齢者ケアセンターながたホームヘルプサービス 訪問型サービス（独自） ⾧田区北町３丁目３ 平成30年4月1日 078-575-8777 社会福祉法人神戸福生会 兵庫県神戸市兵庫区里山町１−４８

⾧田 2870600281 ヘルパーステーションおおぞら 訪問型サービス（独自） ⾧田区二葉町５丁目１−１−１１１ 平成30年4月1日 078-643-4770 社会福祉法人駒どり 兵庫県神戸市⾧田区二葉町五丁目1番1-101号

⾧田 2870600307 特定非営利活動法人パラレルサポート 訪問型サービス（独自） ⾧田区戸崎通２丁目７−１−１Ｆ 平成30年3月1日 078-642-2494 特定非営利活動法人パラレルサポート 兵庫県神戸市⾧田区戸崎通２丁目７−１−１Ｆ

⾧田 2870600463 ヘルパー故郷の家・神戸 訪問型サービス（独自） ⾧田区東尻池町７丁目４−２１ 平成30年4月1日 078-651-1555 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 2870600539 マザー 訪問型サービス（独自） ⾧田区六番町２丁目６ 平成30年4月1日 078-575-4349 有限会社マザー 兵庫県神戸市⾧田区六番町２丁目６

⾧田 2870600604 ヘルパーステーションゆず 訪問型サービス（独自） ⾧田区御船通４丁目８-１ルネタウン御船Ｓ２号 平成30年4月1日 078-646-8338 有限会社ゆず介護サービス 兵庫県神戸市⾧田区御船通４丁目８−１ S２号室

⾧田 2870600828 訪問介護ステーションけんと 訪問型サービス（独自） ⾧田区松野通１丁目５−１６国際ビル２０３ 平成30年4月1日 078-646-1267 有限会社健人 兵庫県神戸市⾧田区松野通１丁目５番16号国際ビル２０３号

⾧田 2870600885 ケア２１⾧田 訪問型サービス（独自） ⾧田区⾧田町五丁目３番６号神戸ｽｶｲタワー２Ｆ 平成30年4月1日 078-646-4321 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

⾧田 2870601040 あい愛ねっと 訪問型サービス（独自） ⾧田区⾧田天神町１丁目１２−５ 平成29年4月1日 078-611-1787 有限会社あい愛ねっと 兵庫県神戸市⾧田区⾧田天神町１丁目１２−５

⾧田 2870601107 訪問介護ステーション紅葉（もみじ） 訪問型サービス（独自） ⾧田区⾧田天神町２丁目３−２７ 平成29年4月1日 078-641-4855 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 2870601131 有限会社ケアステーションあずみ 訪問型サービス（独自） ⾧田区梅ケ香町２丁目１０-１１ 平成30年4月1日 078-686-1165 有限会社ケアステーションあずみ 兵庫県神戸市⾧田区梅ケ香町２丁目１０-１１

⾧田 2870601149 小谷ケアステーション 訪問型サービス（独自） ⾧田区大橋町４丁目３−５-303 平成29年4月1日 078-643-0065 有限会社小谷ケアステーション 兵庫県神戸市⾧田区大橋町４丁目３−５−303

⾧田 2870601164 神戸ケアエース 訪問型サービス（独自） ⾧田区東尻池町２丁目３−１０ 平成29年4月1日 078-671-6112 有限会社神戸ケアエース 兵庫県神戸市⾧田区東尻池町２丁目３−１０

⾧田 2870601230 特定非営利活動法人リーフグリーン 訪問型サービス（独自） ⾧田区海運町３丁目３−８たかとりコミュニティセンター 平成29年4月1日 078-731-8577 特定非営利活動法人リーフグリーン 兵庫県神戸市⾧田区海運町３丁目３−８たかとりコミュニティセンター内

⾧田 2870601263 あけぼの介護センター 訪問型サービス（独自） ⾧田区五位ノ池町３丁目９-３３-３０１ 平成30年4月1日 078-631-6600 有限会社あけぼの介護センター 兵庫県神戸市⾧田区五位ノ池町３丁目９-３３-３０１

⾧田 2870601271 けあさぽーとマリン 訪問型サービス（独自） ⾧田区北町２丁目３８−１北池ビル２−Ｃ号 平成29年4月1日 078-575-8822 株式会社マリン 兵庫県神戸市垂水区山手１丁目６-２９

⾧田 2870601446 介護ステーションふれんど 訪問型サービス（独自） ⾧田区三番町４丁目市住３１−００５号 平成30年4月1日 078-576-2477 有限会社ふれんど 兵庫県神戸市⾧田区三番町４丁目市住３１−００５号

⾧田 2870601578 介護ステーションゆーかり 訪問型サービス（独自） ⾧田区菅原通７丁目６４ 平成30年4月1日 078-578-2256 株式会社優和 兵庫県神戸市⾧田区菅原通７丁目６４

⾧田 2870601610 たくと 訪問型サービス（独自） ⾧田区大塚町６丁目１−１池内ビル１階 平成30年4月1日 078-641-6556 社会福祉法人えんぴつの家 兵庫県神戸市中央区南本町通５丁目２−２１

⾧田 2870601628 かりん介護サービス 訪問型サービス（独自） ⾧田区御蔵通６丁目１７ 平成29年4月1日 078-578-4166 特定非営利活動法人信親 兵庫県神戸市⾧田区御蔵通６丁目１７番地

⾧田 2870601693 アミティー介護センター神戸西支店 訪問型サービス（独自） ⾧田区大橋町５−３−１アスタプラザイースト１階 平成29年4月1日 078-646-7066 株式会社アミティージョイ 兵庫県神戸市東灘区御影石町１丁目５−３

⾧田 2870601792 ＯＲさくら介護センター 訪問型サービス（独自） ⾧田区北町１丁目４５小西ビル２０３ 平成29年6月1日 078-599-8272 株式会社ＯＲさくら 兵庫県神戸市⾧田区大日丘町２丁目１０−１２

⾧田 2870601818 花訪問介護サービス 訪問型サービス（独自） ⾧田区細田町４丁目２−４ 平成30年4月1日 078-643-1340 花訪問介護サービス株式会社 兵庫県神戸市⾧田区細田町４丁目２−４

⾧田 2870601842 ＳＯＭＰＯケア神戸新⾧田訪問介護 訪問型サービス（独自） ⾧田区大橋町４丁目１−１０ 平成30年4月1日 078-646-7531 SOMPOケア株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番8号

⾧田 2870601909 ハナ介護サービス 訪問型サービス（独自） ⾧田区若松町４丁目４−１０アスタクエスタ北棟５０２ 平成29年4月1日 078-646-8670 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 2870601941 介護センターほのか 訪問型サービス（独自） ⾧田区御蔵通7丁目36 平成29年4月1日 078-511-8301 株式会社マルチコーポレーション 兵庫県神戸市⾧田区御蔵通7丁目36

⾧田 2870601974 ケアセンターニコニコホーム 訪問型サービス（独自） ⾧田区二葉町２丁目６−６ 平成29年4月1日 078-646-7171 株式会社スマイル 兵庫県神戸市⾧田区五番町５丁目１市住２７−４号室

⾧田 2870602014 ニチイケアセンター⾧田 訪問型サービス（独自） ⾧田区⾧田町８−１−９ 平成30年4月1日 078-631-9600 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

⾧田 2870602147 セイコー介護支援サービス 訪問型サービス（独自） ⾧田区⾧田町１丁目3-1-221（サンドール南館２F) 平成30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 2870602212 ハート介護サービス⾧田 訪問型サービス（独自） ⾧田区御船通１丁目２−１−１０３ 平成29年4月1日 078-691-3368 株式会社ハート介護サービス 大阪府大阪市北区南森町２丁目２番９号

⾧田 2870602238 ニチイケアセンター新⾧田 訪問型サービス（独自） ⾧田区大橋町２−１−１５ 平成30年4月1日 078-641-0521 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

⾧田 2870602261 ケアセンターベル 訪問型サービス（独自） ⾧田区腕塚町3丁目2番12号 平成30年4月1日 078-642-8026 株式会社ベル・カンパニー 兵庫県神戸市⾧田区腕塚町3丁目2番12号

⾧田 2870602279 ヘルパーステーションえるかーさ 訪問型サービス（独自） ⾧田区久保町８丁目５−８ 平成30年4月1日 078-643-2101 株式会社チームＵ 兵庫県神戸市⾧田区久保町９丁目４−１１



⾧田 2870602345 ヘルパーステーション一富士 訪問型サービス（独自） ⾧田区二葉町７丁目１−３５村真ビル２０２ 平成30年4月1日 078-742-7022 株式会社カンマツ 兵庫県神戸市⾧田区二葉町７丁目1-35村真ビル202

⾧田 2870602352 ケアサービスキャンディ 訪問型サービス（独自） ⾧田区房王寺町３丁目６−１２−１０７ 平成30年4月1日 078-767-7881 合同会社キャンディ 兵庫県神戸市⾧田区房王寺町３丁目６−１２−１０７

⾧田 2870602386 ケアステーション和み 訪問型サービス（独自） 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30年4月1日 078-691-3131 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 2870602394 あいぷらすケアセンターたかとり 訪問型サービス（独自） ⾧田区海運町２丁目１−２ 平成29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１−２

⾧田 2870602436 アースサポート神戸⾧田 訪問型サービス（独自） ⾧田区松野通３丁目７−２１ 平成29年4月1日 078-611-6600 アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町１−４−１４

⾧田 2870602477 ヘルパー・カンパニー 訪問型サービス（独自） ⾧田区二葉町2丁目6-6 平成30年4月1日 078-641-1730 株式会社花暦 兵庫県神戸市⾧田区二葉町3丁目9番13号

⾧田 2870602642 未来介護センター 訪問型サービス（独自） ⾧田区久保町八丁目７−１０ 平成30年4月1日 078-771-0396 株式会社大友 兵庫県神戸市⾧田区久保町8丁目７−１０

⾧田 2870602717 ヘルパーサービスさざなみ 訪問型サービス（独自） ⾧田区三番町1丁目1-2-2F 平成29年7月1日 078-512-2177 一般社団法人漣優介護インフォーマル 兵庫県神戸市⾧田区三番町1丁目1-2-2F

⾧田 2870602741 神戸大山ヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） ⾧田区三番町２丁目２番１５ 平成29年4月1日 078-595-9328 社会医療法人社団正峰会 兵庫県西脇市黒田庄町田高３１３番地

⾧田 2870602758 そらケアステーション 訪問型サービス（独自） ⾧田区戸崎通三丁目10番13号1F 平成29年4月1日 078-798-5493 株式会社SONA 兵庫県神戸市⾧田区戸崎通三丁目10番13号1F

⾧田 2870602782 ケア・ホワイト 訪問型サービス（独自） ⾧田区日吉町2-1-2 アスタピア新⾧田公園通り111 平成29年4月1日 078-754-7093 株式会社ホワイト 兵庫県神戸市⾧田区日吉町2-1-2 アスタピア新⾧田公園通り111

⾧田 2870602816 在宅ケアサービス ソラスト新⾧田 訪問型サービス（独自） ⾧田区松野通三丁目3番3号 キャッツビル101号室 平成29年4月1日 078-647-6155 株式会社ソラスト 東京都港区港南1丁目7番18号

⾧田 2870603004 ヘルパーステーションわたぼうし 訪問型サービス（独自） ⾧田区鹿松町３丁目１番１０号 平成30年4月1日 078-621-1139 医療法人社団林山朝日診療所 兵庫県神戸市⾧田区林山町７-５

⾧田 2870603061 あおいとり 訪問型サービス（独自） ⾧田区東丸山町10-5 平成29年10月1日 078-771-4905 株式会社青い鳥 兵庫県神戸市⾧田区檜川町１丁目１−７

⾧田 2870603095 ウルトラ介護隊 訪問型サービス（独自） ⾧田区菅原通４丁目205-1-1階 平成29年4月1日 078-599-7445 有限会社大黒屋システムズ 兵庫県神戸市⾧田区菅原通三丁目２０７番地の２

⾧田 2870603137 訪問介護ステーション さざなみ 訪問型サービス（独自） ⾧田区大日丘町３丁目１５−１０ 平成29年4月1日 078-646-2636 合同会社凪 兵庫県神戸市須磨区千歳町一丁目１番３号

⾧田 2870603152 訪問介護事業所 かなえ場 訪問型サービス（独自） ⾧田区駒ケ林町3−14−8 平成30年5月1日 078-643-6558 株式会社Happy 兵庫県神戸市⾧田区二葉町１丁目１−８

⾧田 2870603244 医療法人社団十善会 野瀬訪問介護ステーションゆかり 訪問型サービス（独自） ⾧田区久保町３丁目９番７号 平成30年2月1日 078-641-5000 医療法人社団十善会 兵庫県神戸市⾧田区二葉町５丁目１番２１

⾧田 2870603269 愛和ケアサービス 訪問型サービス（独自） ⾧田区神楽町四丁目６番１０号１０２号 平成30年5月1日 078-747-0085 愛和ケアサービス合同会社 兵庫県神戸市⾧田区神楽町４丁目６番１０号１０２号室

⾧田 2870603285 Ｋアシスト 訪問型サービス（独自） ⾧田区六番町４丁目１番地１１市営番町住宅３６−０２９ 平成30年8月1日 078-578-3315 一般社団法人ケーサポート 兵庫県神戸市⾧田区六番町４丁目１番地１１市営番町住宅３６−０２９

⾧田 2870603376 Ｓｕｎｎｙ Ｌａｂ． 訪問型サービス（独自） ⾧田区大塚町９-３-15マックコート402 令和2年4月1日 078-647-7295 株式会社ＳｕｎｎｙＬａｂ． 兵庫県神戸市⾧田区大塚町９-３-15マックコート402

⾧田 2870603418 ケアセンターヒバリ 訪問型サービス（独自） ⾧田区雲雀ケ丘３丁目８−２３ 令和2年8月1日 078-647-6150 株式会社シーヒューマン 大阪府大阪市天王寺区上本町六丁目２−２６

⾧田 2870603426 ケアサービス プレシア 訪問型サービス（独自） ⾧田区六番町八丁目１−１ 令和2年8月1日 078-515-6442 株式会社Ｌ＆Ｍ 兵庫県神戸市⾧田区六番町八丁目１−１テスラ⾧田２０１

⾧田 2870603434 安寿訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） ⾧田区西代通四丁目１番４号１階 令和2年9月1日 078-742-6612 株式会社ANGEKOBE 兵庫県神戸市⾧田区西代通四丁目１番４号１階

⾧田 2870603442 かぐら訪問介護サービス 訪問型サービス（独自） ⾧田区神楽町３丁目４−２４グリーンヒル新⾧田１０２ 令和2年10月1日 078-641-1015 合同会社松栄 兵庫県神戸市⾧田区細田町六丁目１番１７号

⾧田 2870603467 トラストミー訪問介護サービス 訪問型サービス（独自） ⾧田区片山町２丁目６番２５号 令和2年11月1日 078-797-5945 合同会社トラストミー 兵庫県神戸市⾧田区片山町２丁目６番２５号

⾧田 2870603475 神戸ケアステーションつむぐ 訪問型サービス（独自） ⾧田区松野通４丁目６−４ 令和2年11月1日 078-647-7747 株式会社まなび 兵庫県神戸市⾧田区松野通４丁目６−４

⾧田 2870603483 サルビア訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） ⾧田区水笠通６丁目５番１０号金本ビル１Ｆ 令和3年3月1日 078-742-8764 株式会社ポラリス 大阪府豊中市春日町１丁目３番３号

⾧田 2870603533 ながいきケアヘルパー神戸 訪問型サービス（独自） ⾧田区戸崎通２丁目８−１５−１Ｆ 令和4年2月1日 078-742-7417 株式会社ながいき 大阪府門真市本町３番１７号１階



⾧田 2870603558 訪問介護シエル 訪問型サービス（独自） ⾧田区水笠通3丁目5番22−101号 令和4年3月1日 078-786-3858 合同会社ciel 兵庫県神戸市⾧田区上池田4丁目10番3号

⾧田 2870603582 テレサケアサービス 訪問型サービス（独自） ⾧田区⾧田町２丁目１番２０号 令和4年9月1日 078-647-7783 一般社団法人マザーイズム福祉協会 兵庫県神戸市⾧田区⾧田町２丁目１−２０

⾧田 2870603624 ヘルパーステーションあすか 訪問型サービス（独自） ⾧田区林山町１−４１ 令和4年6月1日 078-646-3350 医療法人社団林山朝日診療所 兵庫県神戸市⾧田区林山町７-５

⾧田 2870603632 ＫＡＲＵＲＡ 訪問型サービス（独自） ⾧田区高取山町２丁目９番１７号ときわビューハイツ２０１号室 令和4年7月1日 078-647-7585 株式会社ＫＡＲＵＲＡ 兵庫県神戸市⾧田区高取山町２丁目９番１７号ときわビューハイツ２０１号室

⾧田 2870603657 ヘルパーステーション しるし 訪問型サービス（独自） ⾧田区東尻池町9丁目1番24号東尻池グリーンハイツ201号室 令和4年10月1日 078-945-7697 合同会社ガラッシア 兵庫県神戸市⾧田区東尻池町9丁目1番24号東尻池グリーンハイツ201号室

⾧田 2870603715 ロジケアながた 訪問型サービス（独自） ⾧田区⾧楽町２丁目３-８ 内海ビル１Ｆ 令和5年2月1日 078-739-1234 株式会社ロジケア 兵庫県芦屋市大原町４番10号

⾧田 2870603723 ニッシンケアサービスみくら 訪問型サービス（独自） ⾧田区御蔵通５丁目205-１ 令和5年2月1日 078-515-6291 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番５号

須磨 2870700339 神港園ホームヘルプ白川 訪問型サービス（独自） 須磨区白川台１丁目35-3 平成29年4月1日 078-793-8081 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

須磨 2870700446 ヘルパーステーション菜の花 訪問型サービス（独自） 須磨区飛松町５丁目１−２２ 平成29年9月1日 078-733-4443 メデイカルサービス株式会社 兵庫県神戸市須磨区飛松町５丁目1番地の1

須磨 2870700479 有限会社コスモサービス 訪問型サービス（独自） 須磨区妙法寺字地子田１０３５−２ 平成29年4月1日 078-741-7170 有限会社コスモサービス 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字地子田1035-2

須磨 2870700701 ライフパートナー 訪問型サービス（独自） 須磨区平田町１ー３−１ 平成30年4月1日 078-739-1313 株式会社ライフパートナー 兵庫県神戸市須磨区平田町１ー３−１

須磨 2870700727 ハート介護サービス須磨 訪問型サービス（独自） 須磨区前池町２丁目１−１２ゼフィール板宿１０２ 平成29年4月1日 078-739-1585 株式会社ハート介護サービス 大阪府大阪市北区南森町２丁目２番９号

須磨 2870700917 スミリンケアライフ株式会社名谷ステーション 訪問型サービス（独自） 須磨区友が丘7丁目3番５ ドムールコスモス友が丘201 平成30年4月1日 078-793-8665 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

須磨 2870701188 ヘルパーステーションおおぞら須磨 訪問型サービス（独自） 須磨区飛松町３−５−１１ エトワール板宿１F 平成30年4月1日 078-733-0061 社会福祉法人駒どり 兵庫県神戸市⾧田区二葉町五丁目1番1-101号

須磨 2870701196 有限会社花鳳ヘルパーステーションウィング 訪問型サービス（独自） 須磨区妙法寺字谷野144番地の1 平成30年4月1日 078-766-6337 有限会社花鳳 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字谷野144番地の1

須磨 2870701246 ニチイケアセンター須磨 訪問型サービス（独自） 須磨区千歳町４丁目１-１２S.Kビル1階 平成30年4月1日 078-739-6991 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

須磨 2870701477 サポートはな 訪問型サービス（独自） 須磨区高倉台４丁目２−５号近隣センターＢ棟１０号 平成29年4月1日 078-737-5810 有限会社マツオ 兵庫県神戸市須磨区高倉台４丁目２−５号

須磨 2870701485 ケアスペースひだまり 訪問型サービス（独自） 須磨区磯馴町3丁目2番13号コーポラス栄里1階 平成29年4月1日 078-739-0788 有限会社ビバン 兵庫県神戸市⾧田区上池田1丁目3番2号

須磨 2870701535 訪問介護事業所すこやか友が丘 訪問型サービス（独自） 須磨区友が丘４丁目１−１０１ D１−２１５号 平成29年4月1日 078-797-8073 社会福祉法人北須磨保育ｾﾝﾀｰ 兵庫県神戸市須磨区友が丘３−１０７

須磨 2870701618 あいケアセンター神戸 訪問型サービス（独自） 須磨区大黒町３丁目１−４ハイツ板宿１Ｆ 平成30年4月1日 078-739-5537 株式会社リブズ 兵庫県西宮市若草町２丁目１０−１３

須磨 2870701741 ヘルパーステーションおおぞら白川台 訪問型サービス（独自） 須磨区白川台３丁目６３−１ 平成30年4月1日 078-797-7371 社会福祉法人駒どり 兵庫県神戸市⾧田区二葉町五丁目1番1-101号

須磨 2870701840 社会福祉法人すまいる厚生会神戸西事業所 訪問型サービス（独自） 須磨区南落合３−４−２７ 平成29年4月1日 078-797-8815 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 2870701857 ハートフルケア訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） 須磨区白川台３丁目６７番１６ 平成29年4月1日 078-959-6006 ハートフルケア株式会社 兵庫県神戸市須磨区白川台３丁目６７番１６

須磨 2870701865 パナソニックエイジフリーケアセンター神戸・訪問介護 訪問型サービス（独自） 須磨区南町３丁目３−２０ハイツシー＆シー２階 平成30年4月1日 078-735-6102 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

須磨 2870701873 株式会社サークルライフ 訪問型サービス（独自） 須磨区多井畑東町4-1ピア東町102 平成30年4月1日 078-742-8881 株式会社サークルライフ 兵庫県神戸市須磨区多井畑南町35番地の14

須磨 2870701881 訪問介護ステーションスマイルキャンディ 訪問型サービス（独自） 須磨区月見山本町１丁目５−３４ 平成29年4月1日 078-739-5605 医療法人社団医修会⾧谷川医院 兵庫県神戸市須磨区月見山本町１丁目５−３４

須磨 2870701915 ｃｏｍｐｌｅｔｅ 訪問型サービス（独自） 須磨区白川台６−１２−１８ 平成29年8月1日 078-798-5167 株式会社ＬＩＫＥＭＥ 兵庫県神戸市須磨区白川台６−１２−１８

須磨 2870701956 神戸介護支援会スマイル・ライフ須磨ステーション 訪問型サービス（独自） 須磨区多井畑南町２７−６ステラ高月１０１ 平成29年4月1日 078-747-6086 株式会社スマイル・ライフ 兵庫県神戸市垂水区福田５丁目５−２２

須磨 2870701980 ミキティ訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 須磨区寺田町２丁目5番5号 平成29年8月1日 078-734-2733 株式会社mi-kitty 兵庫県神戸市須磨区寺田町２丁目５番５号



須磨 2870701998 ケアステーションまもる 訪問型サービス（独自） 須磨区白川台5丁目７番地の４、６０３号 平成30年4月1日 078-791-3255 有限会社まもる 兵庫県神戸市須磨区白川台５丁目７番地の４、６０３号

須磨 2870702004 名谷愛の園ホームヘルプステーション 訪問型サービス（独自） 須磨区北落合１丁目４−３６白川コーポ２１４ 平成29年4月1日 078-797-6547 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

須磨 2870702129 ニチイケアセンター妙法寺 訪問型サービス（独自） 須磨区横尾１丁目８番リファーレ横尾業務棟２階 平成30年4月1日 078-747-3661 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

須磨 2870702236 ケア２１すま 訪問型サービス（独自） 須磨区月見山本町１丁目５−１３西光ビル１階 平成30年4月1日 078-739-0421 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

須磨 2870702277 ステーションしんじゅ 訪問型サービス（独自） 須磨区離宮前町１丁目１−２９ 平成30年4月1日 078-731-3340 社会福祉法人しんじゅ 兵庫県神戸市須磨区須磨本町１丁目１−６

須磨 2870702293 ケアステーション絆 訪問型サービス（独自） 須磨区白川字不計５番地１グリーンハイツ白川３０１ 平成30年4月1日 078-754-7854 ＢＯＮＤＳＣＡＲＥ株式会社 兵庫県神戸市兵庫区荒田町３丁目４３−３

須磨 2870702335 株式会社たから介護サービス 訪問型サービス（独自） 須磨区白川台１丁目３３−８ 平成29年4月1日 078-792-7135 株式会社たから介護サービス 兵庫県神戸市須磨区白川台１丁目３３−８

須磨 2870702400 もみじ訪問看護ステーション 訪問型サービス（独自） 須磨区磯馴町４丁目１の６ 平成30年4月1日 078-732-5870 医療法人社団慈恵会 兵庫県神戸市須磨区磯馴町四丁目１番-６

須磨 2870702426 エナケアセンター 訪問型サービス（独自） 須磨区神の谷一丁目１番７９−５０４ 平成29年7月1日 078-795-6854 株式会社エナ５・３ 兵庫県神戸市須磨区神の谷一丁目１番７９−５０４

須磨 2870702541 楽ちん訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） 須磨区大田町２丁目１番１３号 平成29年4月1日 078-786-3112 一般社団法人らくちん 兵庫県明石市朝霧町一丁目２６番１号

須磨 2870702582 KOBE 須磨きらくえんヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 須磨区車字菅ノ池３−１ 平成30年4月1日 078-647-8002 社会福祉法人きらくえん 兵庫県尼崎市⾧洲西通２−８−３

須磨 2870702590 ケアセンターはるか 訪問型サービス（独自） 須磨区多井畑東町４番地の１ピア東町１０３号室 平成30年4月1日 078-798-6800 特定非営利活動法人朋友会 兵庫県神戸市須磨区多井畑東町４番地の１ピア東町１０３号室

須磨 2870702913 ケアサポート 訪問型サービス（独自） 須磨区妙法寺字円満林２２番地の２−５０１号 平成29年4月1日 078-778-4314 ケアサポート株式会社 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字円満林２２番地の２−５０１号

須磨 2870702962 ヘルパーステーション ふれあい 訪問型サービス（独自） 須磨区友が丘７丁目１−１４−１０２ 平成29年4月1日 078-791-8708 ふれあい介護株式会社 兵庫県神戸市須磨区友が丘７丁目１−１４−１０２

須磨 2870702970 優＆楽 介護カンパニー 訪問型サービス（独自） 須磨区菅の台一丁目３番62号 平成29年5月1日 078-794-2939 株式会社優＆楽 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通三丁目１番21号

須磨 2870703036 リンク訪問介護サービス 訪問型サービス（独自） 須磨区白川台３丁目６１−２ アニモン白川４０１号室 平成29年12月1日 078-647-8794 株式会社リンクサービス 兵庫県神戸市須磨区白川台３丁目６１−２ アニモン白川４０１号室

須磨 2870703044 ヘルパーステーション フレンドシップ 訪問型サービス（独自） 須磨区白川台２丁目５９−４ 落合橋ビル１０３ 平成30年2月1日 078-793-8981 株式会社アスライン 兵庫県神戸市須磨区白川台２丁目５９番地の４

須磨 2870703069 介護ステーション たすけあい 訪問型サービス（独自） 須磨区北落合２丁目５−１０ 平成30年6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 2870703085 ケアーマイスターズ 訪問型サービス（独自） 須磨区妙法寺字牛ノ子999番地39号 平成30年8月1日 078-742-6145 株式会社プリサイス 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字堂ケ谷８９９−１９

須磨 2870703093 レオ・ケアステーション神戸 訪問型サービス（独自） 須磨区桜の杜１丁目６-１ ぬくもりの家 須磨妙法寺 平成30年7月1日 078-797-4374 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 2870703127 さんよう名谷ヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 須磨区西落合２丁目２番９号 平成30年12月1日 078-797-5020 株式会社さんよう 大阪府大阪市北区大淀中二丁目11番8号

須磨 2870703275 トライアングル訪問介護サービスセンター 訪問型サービス（独自） 須磨区平田町５丁目12番12号 令和2年6月1日 078-798-7318 合同会社東祥 兵庫県神戸市須磨区平田町五丁目１２番１２号

須磨 2870703309 アミカ須磨介護センター 訪問型サービス（独自） 須磨区東落合２丁目３−２３ベルフォーレ１−１０２号 令和2年10月1日 078-793-8615 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目７９５番地

須磨 2870703341 ライフサポート フリージア 訪問型サービス（独自） 須磨区東白川台２丁目５番地の４ 令和3年2月1日 078-798-5197 ライフサポートＳＡＮＹＡ株式会社 兵庫県神戸市須磨区東白川台２丁目５番地の４

須磨 2870703358 ケアステーション歌音 訪問型サービス（独自） 須磨区多井畑東町１８−４シャトレイ奥須磨１０１ 令和3年2月1日 078-754-5289 合同会社フェアプレイ 兵庫県神戸市須磨区多井畑東町１８番地４ シャトレイ奥須磨１０１

須磨 2870703390 アスターステーション リハ・リハ 訪問型サービス（独自） 須磨区飛松町２丁目５−１７ 令和3年4月1日 078-739-0755 株式会社ＲＥＨＡ・ＬＩＢＥＲＯ 兵庫県神戸市垂水区学が丘１丁目１２番１１号

須磨 2870703424 ケアサービスおれんじぺこ 訪問型サービス（独自） 須磨区北落合5−6−26ルミネハイツE棟211号 令和3年4月15日 078-742-8301 合同会社ＲａｙｏｆＨｏｐｅ 兵庫県神戸市須磨区北落合5−6−26ルミネハイツE棟211号

須磨 2870703432 ヘルパーステーション 暖の日 訪問型サービス（独自） 須磨区白川台2丁目59−2 本郷ビル302 令和3年8月1日 050-3612-7879 合同会社暖の日 兵庫県神戸市須磨区白川台2丁目59−2 本郷ビル302

須磨 2870703440 ハート介護サービス妙法寺 訪問型サービス（独自） 須磨区妙法寺乗越218−3 令和3年8月1日 078-742-9048 株式会社ハート介護サービス 大阪府大阪市北区南森町2丁目2番9号



須磨 2870703465 Ｆａｍｉｌｉａｒ 訪問型サービス（独自） 須磨区一ノ谷町４丁目２−１８ 令和4年3月1日 078-798-6082 Ｆａｍｉｌｉａｒ株式会社 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町４丁目２番１８号

須磨 2870703507 ヘルパーステーションなないろ 訪問型サービス（独自） 須磨区大黒町２丁目２番２４号元原コーポ２０３号室 令和4年6月1日 078-735-7727 合同会社なないろ 兵庫県神戸市須磨区大黒町２丁目２番２４号元原コーポ２０３号室

須磨 28A0700019 福祉ネットワーク西須磨だんらん 訪問型サービス（独自） 須磨区南町１−３４ 稲葉プラザ２階 平成30年12月1日 078-731-2430 特定非営利活動法人福祉ネットワーク西須磨だんらん 兵庫県神戸市須磨区南町１−３４ 稲葉プラザ２階

垂水 2870800022 スミリンケアライフ株式会社垂水ステーション 訪問型サービス（独自） 垂水区五色山１丁目４−５リヴァージュ垂水五色山１階Ａ号室 平成30年4月1日 078-707-6582 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

垂水 2870800212 ニチイケアセンター舞子 訪問型サービス（独自） 垂水区西舞子2丁目14-23 プリオール舞子１F 平成30年4月1日 078-787-3630 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

垂水 2870800279 訪問介護ケアサービスしらゆり 訪問型サービス（独自） 垂水区宮本町３番１３号 レイシエスタ４Ｆ 平成29年4月1日 078-708-0032 有限会社ケアサービスしらゆり 兵庫県神戸市垂水区宮本町３番１３号 レイシエスタ４Ｆ

垂水 2870800469 ニチイケアセンター垂水 訪問型サービス（独自） 垂水区陸ノ町１−２サン＆サンビル４０２号室 平成30年4月1日 078-709-8282 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

垂水 2870800519 ケアサービス泉が丘 訪問型サービス（独自） 垂水区泉が丘４丁目１−３６ 平成29年4月1日 078-751-8674 有限会社鈴木在宅ケアサービス 兵庫県神戸市垂水区泉が丘４丁目１−３６

垂水 2870800626 特定非営利活動法人福祉ネット星が丘 訪問型サービス（独自） 垂水区星が丘３丁目２−２３「星が丘ホーム」 平成29年3月30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 2870800634 ニッシンケアサービス神戸西事業所 訪問型サービス（独自） 垂水区野田通9-10 ソレアード垂水1階 平成29年4月1日 078-647-7200 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

垂水 2870800642 ケアーライフたるみ 訪問型サービス（独自） 垂水区多聞台２丁目１６番２−１０１号 平成30年4月1日 078-787-5060 有限会社ケアーライフたるみ 兵庫県神戸市垂水区多聞台２丁目１６−２

垂水 2870800980 舞子台ヘルプステーション 訪問型サービス（独自） 垂水区舞子台７丁目２−１ 平成29年4月1日 078-785-6970 医療法人浩生会 兵庫県神戸市垂水区舞子台７丁目２−１

垂水 2870801012 特定非営利活動法人神戸ライフ・ケアー協会西部事務所 訪問型サービス（独自） 垂水区陸ノ町１０−１２−１０２ 平成29年4月1日 078-706-2323 特定非営利活動法人神戸ライフ・ケアー協会 兵庫県神戸市東灘区御影中町２丁目３−２３−１０７

垂水 2870801327 株式会社ベストウェルベストケア垂水営業所 訪問型サービス（独自） 垂水区学が丘４丁目２２-３３ 平成30年4月1日 078-787-3757 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

垂水 2870801376 訪問介護プリティ・ウーマン 訪問型サービス（独自） 垂水区福田４丁目４番１７−４０６ 平成30年4月1日 078-797-5403 合資会社プリティ・ウーマン 兵庫県神戸市垂水区福田４丁目４番１７−４０６

垂水 2870801491 ケアサービスかざみどり 訪問型サービス（独自） 垂水区歌敷山３丁目１-40-2階 平成30年4月1日 078-704-3030 株式会社かざみどり 兵庫県神戸市垂水区歌敷山３丁目１番３３−３号

垂水 2870801616 フォレストケア 訪問型サービス（独自） 垂水区旭が丘2丁目3番2号 平成29年4月1日 078-707-9001 株式会社フォレストケア 兵庫県神戸市垂水区旭が丘2丁目3番2号

垂水 2870801772 ハピネス介護センター 訪問型サービス（独自） 垂水区小束山４丁目５−３ 平成30年4月1日 078-797-8428 有限会社ハピネス 兵庫県神戸市垂水区小束山４丁目５−３

垂水 2870801863 ウェルフェア株式会社ファミリーケアゆうあい 訪問型サービス（独自） 垂水区本多聞２丁目１２−３０ハイデンス多聞２０３ 平成30年4月1日 078-783-6628 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

垂水 2870801871 さん舞子神港園ホームヘルプセンター 訪問型サービス（独自） 垂水区五色山７丁目１２−３８ 平成29年4月1日 078-704-2021 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

垂水 2870801939 ＧＴＬケアサービス神戸垂水 訪問型サービス（独自） 垂水区名谷町大谷１９０５−７アーバン・ヴィレッジ学園南 平成29年4月1日 078-793-1123 グッドタイムリビング株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号

垂水 2870802143 薫風 訪問型サービス（独自） 垂水区城が山1-14-16-103 平成30年4月1日 078-752-4666 特定非営利活動法人薫風 兵庫県神戸市垂水区王居殿３丁目６−１

垂水 2870802200 ケア２１たるみ 訪問型サービス（独自） 垂水区宮本町１丁目２６ビル・シーサイド２階 平成30年4月1日 078-704-6621 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

垂水 2870802234 すみれ訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） 垂水区名谷町字湯屋谷２２４５−１ 平成29年5月1日 078-793-8580 医療法人社団菫会 兵庫県神戸市須磨区東白川台１丁目１−１

垂水 2870802309 トラストサービス 訪問型サービス（独自） 垂水区朝谷町２５−９ 平成30年4月1日 078-753-7861 特定非営利活動法人トラストサービス 兵庫県神戸市垂水区朝谷町２５−９

垂水 2870802366 ソーシャルライフ 訪問型サービス（独自） 垂水区本多聞７丁目５−１ソーシャルコート本多聞 平成29年4月1日 078-785-2902 株式会社ソーシャルライフ 兵庫県神戸市垂水区本多聞７丁目５−１

垂水 2870802382 いおりケアステーション 訪問型サービス（独自） 垂水区青山台４丁目８−１８森ビル１Ｆ 平成30年4月1日 078-755-0229 株式会社庵 兵庫県神戸市垂水区青山台４丁目８−１８森ビル１F

垂水 2870802408 訪問介護まにまに 訪問型サービス（独自） 垂水区霞ケ丘２丁目４番１号霞ヶ丘マンション１０６ 平成29年4月1日 078-704-4001 合同会社カルティベイティング 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘２丁目４番１号霞ヶ丘マンション１０６

垂水 2870802416 西舞子サポートセンター 訪問型サービス（独自） 垂水区西舞子２丁目８−１４−１０１ 平成29年4月1日 078-781-6778 合同会社西舞子サポートセンター 兵庫県神戸市垂水区西舞子２丁目８−１４



垂水 2870802432 ＳＯＭＰＯケア神戸東垂水訪問介護 訪問型サービス（独自） 垂水区山手１丁目３−２１ 平成30年4月1日 078-751-3433 SOMPOケア株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番8号

垂水 2870802481 神戸介護支援会スマイル・ライフ垂水ステーション 訪問型サービス（独自） 垂水区福田５丁目５−２２ 平成29年4月1日 078-706-6246 株式会社スマイル・ライフ 兵庫県神戸市垂水区福田５丁目５−２２

垂水 2870802598 水仙在宅介護センター 訪問型サービス（独自） 垂水区舞子坂３丁目１７−７ 舞子坂ハイツ１０１号 平成29年4月1日 078-787-8521 げだつ神戸合同会社 兵庫県神戸市垂水区舞子坂３丁目１７−７ 舞子坂ハイツ１０１号

垂水 2870802929 訪問介護センター日向 訪問型サービス（独自） 垂水区潮見が丘1丁目5番26号 平成29年4月1日 078-766-6530 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４−２０

垂水 2870802937 マリーゴールドケアサービス 訪問型サービス（独自） 垂水区高丸４丁目８−２１ 平成30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 2870802952 本多聞ヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 垂水区本多聞１−１−２３ 平成29年4月1日 078-783-1233 社会福祉法人報恩感謝会 兵庫県神戸市⾧田区東尻池町３−６−２７

垂水 2870803075 介護ステーション オープンライフ 訪問型サービス（独自） 垂水区下畑町498番53 平成30年4月1日 078-786-3759 クオリティライフ株式会社 兵庫県神戸市垂水区下畑町498番53

垂水 2870803133 ケアステーション ステラ 訪問型サービス（独自） 垂水区清水が丘３丁目３番１０号 レジデンス清水ヶ丘103 平成29年4月1日 078-785-5057 株式会社ステラ 兵庫県神戸市垂水区清水が丘三丁目３番１０号

垂水 2870803182 株式会社オレンジホーム 訪問型サービス（独自） 垂水区向陽２丁目６番１８号１０２ 平成30年4月1日 078-704-6161 株式会社オレンジホーム 兵庫県神戸市垂水区向陽二丁目６番１８号１０２

垂水 2870803299 訪問介護事業所まんまる 訪問型サービス（独自） 垂水区大町四丁目5-19 ブリエ大町Ⅱ 平成30年4月1日 078-771-0609 株式会社SALONDEKOBE 兵庫県神戸市垂水区大町四丁目5-19 ブリエ大町Ⅱ

垂水 2870803315 優ステーション垂水 訪問型サービス（独自） 垂水区五色山4丁目20-24 平成29年4月1日 078-704-3555 菱トータルケア株式会社 兵庫県神戸市垂水区五色山4丁目20-24

垂水 2870803455 ケアステーショングレース 訪問型サービス（独自） 垂水区潮見が丘一丁目6番26号 平成29年4月1日 078-709-8603 株式会社グレース 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘一丁目6番26号

垂水 2870803463 ケア・ホワイト 垂水 訪問型サービス（独自） 垂水区向陽2-1-1エルム向陽104 平成29年4月1日 078-742-6361 株式会社ホワイト 兵庫県神戸市⾧田区日吉町2-1-2 アスタピア新⾧田公園通り111

垂水 2870803489 ＳＵＮＮＹʼＳＣＡＲＥ 訪問型サービス（独自） 垂水区南多聞台8丁目13-6 平成29年4月1日 078-798-7000 株式会社ＳＵＮＮＹʼＳＣＡＲＥ 兵庫県神戸市垂水区南多聞台8丁目13-6

垂水 2870803497 フォレストケア垂水西 訪問型サービス（独自） 垂水区神陵台２丁目３−２８ サニーパレス神陵台２A号室 平成29年4月1日 078-784-7900 株式会社フォレストケア 兵庫県神戸市垂水区旭が丘2丁目3番2号

垂水 2870803539 ヘルパーステーション ユアサイド南多聞台 訪問型サービス（独自） 垂水区南多聞台２丁目２−５ 平成29年4月1日 078-785-2335 株式会社ユアサイド 大阪府大阪市港区夕凪２丁目１６−９ ＡＢＭポートビル４Ｆ

垂水 2870803570 あかねケアサービス 訪問型サービス（独自） 垂水区北舞子３丁目７番１−１０１号 平成29年4月1日 078-787-7337 あかねケアサービス合同会社 兵庫県神戸市垂水区北舞子３丁目７番１−１０１号

垂水 2870803661 株式会社リエゾン 訪問型サービス（独自） 垂水区星が丘１丁目１−３１ 平成30年4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 2870803760 フォレストケア垂水東 訪問型サービス（独自） 垂水区つつじが丘四丁目８番１ つつじが丘ショッピングセンター１１号 平成29年4月1日 078-706-6601 株式会社フォレストケア 兵庫県神戸市垂水区旭が丘2丁目3番2号

垂水 2870803778 ケアステーションきらら垂水 訪問型サービス（独自） 垂水区西脇２−７−４９ 平成29年4月1日 078-785-3915 スターツケアサービス株式会社 東京都江戸川区中葛西３−３７−４

垂水 2870803836 やさしい手西舞子 訪問型サービス（独自） 垂水区西舞子1丁目9-8 平成29年5月1日 078-798-7345 株式会社やさしい手広野高原 兵庫県神戸市西区北山台3-12-15

垂水 2870803844 ヘルパーステーションとんぼ 訪問型サービス（独自） 垂水区西舞子７丁目１番８号 平成29年6月1日 078-783-0700 株式会社とんぼ 兵庫県神戸市垂水区西舞子７丁目１番８号

垂水 2870803893 ヘルパーステーションさくらんぼ 訪問型サービス（独自） 垂水区青山台７丁目１−１ ４０８号 平成30年3月1日 078-754-5757 合同会社さくらんぼ 兵庫県神戸市垂水区青山台七丁目１番１−４０８号

垂水 2870803984 懸け橋 訪問型サービス（独自） 垂水区桃山台４丁目８−８−１０３号 平成30年8月1日 078-742-7533 一般社団法人懸け橋 兵庫県神戸市垂水区桃山台４丁目８−８−１０３号

垂水 2870804008 訪問介護アリビオひかり 訪問型サービス（独自） 垂水区塩屋町６６４ 平成30年11月1日 078-752-6500 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 2870804032 ハートランド訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 垂水区舞子台7丁目3番7号 平成30年12月1日 078-784-7751 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番8号

垂水 2870804040 ゆう・たるみ 訪問型サービス（独自） 垂水区本多聞３丁目６番１２号 平成31年2月1日 078-784-4126 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 2870804057 ハッピーケアーズ西神戸支店 訪問型サービス（独自） 垂水区本多聞２丁目３４−１４−２０１ 平成31年2月1日 050-1076-5578 ハッピーケアーズ株式会社 兵庫県神戸市垂水区本多聞２丁目３４−１４−２０１

垂水 2870804081 オービーホーム訪問介護 訪問型サービス（独自） 垂水区名谷町字猿倉２７３−７ 平成31年4月1日 078-706-3633 社会福祉法人丸 兵庫県神戸市垂水区名谷町字猿倉２７３−７



垂水 2870804123 ファイン訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 垂水区塩屋町3丁目10-13 令和1年5月1日 078-753-5055 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 2870804156 カンナサミット 訪問型サービス（独自） 垂水区名谷町１０１１−１グリーンハイツ松本２０４号 令和1年7月1日 078-764-1390 株式会社甲斐総合企画 兵庫県神戸市垂水区名谷町１０１１−１−２０４

垂水 2870804271 ヘルパーハウス 福 訪問型サービス（独自） 垂水区千鳥が丘３丁目１８−２２ 令和2年3月1日 078-706-3352 合同会社ほてい 兵庫県神戸市垂水区星陵台６丁目「２−８ １Ｆ

垂水 2870804289 一般社団法人つなぐ 訪問型サービス（独自） 垂水区名谷町１４９４−２ エクセルハイツB棟１０１号 令和2年7月1日 078-797-4835 一般社団法人つなぐ 兵庫県神戸市垂水区名谷町１４９４−２ エクセルハイツB棟１０１号

垂水 2870804396 介護サービス ミニコ 訪問型サービス（独自） 垂水区上高丸１丁目８−１６春美ビル 令和4年5月1日 078-706-3131 ＮＰＯ法人オープンエア 兵庫県神戸市垂水区下畑町４９８番地５３号

垂水 2870804404 訪問介護ファミリー・ホスピス神戸垂水 訪問型サービス（独自） 垂水区学が丘5丁目１−２ 令和3年6月1日 078-742-7563 ファミリー・ホスピス株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号新東京ビル2階

垂水 2870804420 明舞ケアライフ 訪問型サービス（独自） 垂水区南多聞台8丁目1明舞団地1号棟104 令和3年9月1日 078-778-7429 株式会社ｋｕｓｋｕｓ 兵庫県神戸市垂水区南多聞台8丁目1明舞団地1号棟104

垂水 2870804438 ケア21神戸舞多聞 訪問型サービス（独自） 垂水区本多聞３丁目４−１ヴィオス多聞１０１号 令和3年9月1日 078-787-8721 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

垂水 2870804479 ヘルパーステーションＰｏｎｏ 訪問型サービス（独自） 垂水区西舞子５丁目２番１１号 令和4年1月1日 078-220-2239 株式会社Ａｉｏｌｉｔｅ 兵庫県神戸市垂水区西舞子５丁目２番１１号

垂水 2870804545 びわの木ケアセンター 訪問型サービス（独自） 垂水区学が丘４丁目７番１２号 令和4年9月1日 078-782-2110 株式会社ナカタニ・ランド＆エステート 兵庫県神戸市垂水区学が丘４丁目１４番１１号

垂水 2870804602 訪問介護アリビオのぞみ 訪問型サービス（独自） 垂水区塩屋町１丁目994-６ 山陽塩屋高架下店舗 令和5年2月1日 078-751-3007 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 2870804610 ケアステーションあうる 訪問型サービス（独自） 垂水区福田４丁目５-10福田マンション108号 令和5年4月1日 078-761-5986 株式会社かもあ 兵庫県神戸市垂水区福田４丁目５番10号

垂水 2870804651 エルフ ヘルパーステーション西神戸 訪問型サービス（独自） 垂水区西脇１丁目４-９-１ 令和5年4月1日 078-784-8922 社会福祉法人正福会 大阪府大阪市鶴見区中茶屋１丁目１番10号くつろぎ・つるみ荘

西 2855280026 介護老人保健施設ハーベスピア 訪問型サービス（独自） 西区伊川谷町有瀬字屋敷前１４３２−１ 平成29年4月1日 078-976-2626 医療法人社団仁有会 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬字屋敷前１４３２番地１

西 2865290080 カトレア訪問看護ステーション 訪問型サービス（独自） 西区南別府２丁目15-12 平成29年4月1日 078-974-1456 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 2875200392 訪問介護ケアーサービス西神 訪問型サービス（独自） 西区押部谷町福住５０２番地の１ 平成29年4月1日 078-995-1205 有限会社ケアーサービス西神 兵庫県神戸市西区押部谷町福住５０２番地の１ 押部谷ハイツ

西 2875200483 枝吉ヘルパーステーションホープ 訪問型サービス（独自） 西区枝吉１丁目１７ 平成29年4月1日 078-926-1400 株式会社メディカルサービス 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目１２

西 2875200491 ホームヘルプステーション西神戸玉津営業所 訪問型サービス（独自） 西区持子３丁目４ 平成29年4月1日 078-926-0080 ファーストメディカル株式会社 兵庫県明石市大久保町大窪１４０８番地の２

西 2875200707 ヘルパーステーション花園 訪問型サービス（独自） 西区平野町慶明字花岡７７ 平成30年4月1日 078-926-1123 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 2875200715 神港園ホームヘルプセンター 訪問型サービス（独自） 西区神出町東１１８８−３４５ 平成30年4月1日 078-965-3661 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

西 2875200756 ニチイケアセンター西神南 訪問型サービス（独自） 西区井吹台東町１丁目１-１西神南センタービル３Ｆ 平成30年4月1日 078-996-9050 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地

西 2875200913 ホームヘルプステーション西神戸岩岡営業所 訪問型サービス（独自） 西区竜が岡３丁目１１−３ 平成29年4月1日 078-969-3960 ファーストメディカル株式会社 兵庫県明石市大久保町大窪１４０８番地の２

西 2875201044 青山ケアセンター神戸西 訪問型サービス（独自） 西区神出町宝勢７７４−１７３ 平成29年4月1日 078-965-3787 株式会社青山ケアサポート 大阪府大阪市中央区南本町１丁目７−１５明治安田生命堺筋本町ビル１３階

西 2875201291 ケアサポートゆめハウス 訪問型サービス（独自） 西区狩場台１丁目３０−５０ 平成29年4月1日 078-997-0030 有限会社ヒールライフ 兵庫県神戸市西区狩場台１丁目３０−５０

西 2875201325 ひめゆりヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 西区伊川谷町有瀬１２６９−４ 平成30年4月1日 078-976-8723 有限会社ミルキーウェイ 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１２６９−４

西 2875201390 やさしい手神戸西訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 西区糀台５丁目６−１西区文化センタービル６階 平成29年4月1日 050-1751-6417 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋２丁目２４−３

西 2875201523 ケアサービスあんしん 訪問型サービス（独自） 西区春日台６丁目１７−１ 平成30年4月1日 078-961-7331 有限会社新和通信サービス 兵庫県神戸市西区春日台６丁目１７−１

西 2875201531 西神中央ホームヘルプサービス 訪問型サービス（独自） 西区竹の台６丁目４−２ 平成30年4月1日 078-993-6664 株式会社ユイックス 兵庫県神戸市西区竹の台６丁目４−２

西 2875201572 訪問介護ひいらぎ 訪問型サービス（独自） 西区大津和２丁目７−１０−１０１ 平成30年4月1日 078-995-9217 合資会社ひいらぎ 兵庫県神戸市西区大津和２丁目７−１０−１０１



西 2875202034 ヘルパーステーションあん 訪問型サービス（独自） 西区池上１丁目１２番地１Ｂ−８０４ 平成30年4月1日 078-976-0346 合資会社あん 兵庫県神戸市西区池上１丁目１２番地１Ｂ−８０４

西 2875202125 ケアステーションこころ 訪問型サービス（独自） 西区白水２丁目１３−９ ジェルベーラ １０１ 平成30年4月1日 078-976-2401 有限会社昭栄冷暖房 兵庫県神戸市兵庫区永沢町２丁目１-２３

西 2875202240 訪問介護事業所ファーストケア 訪問型サービス（独自） 西区池上２丁目3番地の6 平成30年4月1日 078-975-8005 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２丁目3番地の6

西 2875202380 訪問介護えがお 訪問型サービス（独自） 西区伊川谷町有瀬８１２−６・２−４０５ 平成30年4月1日 078-975-9205 株式会社えがお 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬812-6

西 2875202448 ヘルパーステーション大慈 訪問型サービス（独自） 西区櫨谷町⾧谷13-1 平成30年4月1日 078-992-0065 社会福祉法人大慈厚生事業会 兵庫県神戸市中央区東川崎町６−２−６

西 2875202612 生活協同組合コープこうべ在宅介護サービス西神南 訪問型サービス（独自） 西区井吹台東町１−１−３コープ西神南２階 平成29年4月1日 078-992-1644 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

西 2875202786 なごみケア 訪問型サービス（独自） 西区伊川谷町有瀬39-18 平成30年4月1日 078-975-4165 株式会社ハートウォーミング 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬39-18

西 2875202927 ゆい訪問介護 訪問型サービス（独自） 西区前開南町1丁目３−８ 平成30年4月1日 078-977-0251 株式会社結 兵庫県神戸市西区前開南町1丁目３−８

西 2875203024 めばえ 訪問型サービス（独自） 西区前開南町１丁目５−１２−１０１ 平成29年4月1日 078-975-5331 株式会社フジイ 兵庫県神戸市北区花山中尾台３丁目４−３

西 2875203123 やさしい手広野高原 訪問型サービス（独自） 西区北山台3丁目12-15 平成29年4月1日 078-998-1208 株式会社やさしい手広野高原 兵庫県神戸市西区北山台３丁目１２−１５

西 2875203230 ホームヘルプにこにこ 訪問型サービス（独自） 西区王塚台５−３４−１ 平成29年6月1日 078-925-1183 ユニウェル株式会社 兵庫県神戸市西区王塚台５−３４−１

西 2875203289 うさぎのしっぽ 訪問型サービス（独自） 西区枝吉１丁目１９６番地サンハイツ神明３０３号 平成30年4月1日 078-995-8990 一般社団法人うさぎ 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目１９６番地サンハイツ神明３０３号

西 2875203297 アンズケアサービス 訪問型サービス（独自） 西区桜が丘中町３丁目２−３ジョイフル４２号 平成29年7月1日 078-995-1811 株式会社ＴＯＷＡ 兵庫県神戸市西区桜が丘中町３丁目２−３

西 2875203321 ケア２１神戸西 訪問型サービス（独自） 西区池上４丁目１５−１ メゾン・ド・モンテアンＤ号室 平成30年4月1日 078-977-0121 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

西 2875203388 エールステーションリハ・リハ 訪問型サービス（独自） 西区前開南町２丁目１３−１４ 平成30年4月1日 078-945-6560 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 2875203537 訪問介護事業所サンビラこうべ 訪問型サービス（独自） 西区神出町宝勢774-173 平成29年4月1日 078-389-4165 社会福祉法人恩徳福祉会 大阪府吹田市岸部南１丁目４−２４

西 2875203586 総合リハ在宅ケアステーション 訪問型サービス（独自） 西区曙町1070番地 平成30年4月1日 078-925-9216 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 兵庫県神戸市西区曙町１０７０番地

西 2875203776 訪問介護アミティー 訪問型サービス（独自） 西区池上４丁目２９番地の７ 平成30年4月1日 078-945-5531 株式会社トータル・ライフサポート 兵庫県神戸市西区池上４丁目２９番地の７

西 2875203818 やさしい手持子訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 西区持子2丁目122 平成29年4月1日 078-926-1311 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋２丁目２４−３

西 2875203859 訪問介護事業所まつたけクラブ 訪問型サービス（独自） 西区持子一丁目１１６番地の２−１０３号 平成30年4月1日 078-766-6883 株式会社ICHI-MOKU 兵庫県神戸市西区持子一丁目１１６番地の２−１０３号

西 2875203883 ヘルパーステーション サンライト 訪問型サービス（独自） 西区南別府３丁目５−３ フレマリール高苗代 平成29年5月1日 078-202-5246 株式会社BEST 兵庫県神戸市西区南別府三丁目5番地の3

西 2875204022 ヘルパーステーション コラージュ 訪問型サービス（独自） 西区枝吉4丁目127 森ビル103号室 平成30年4月1日 078-920-3310 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 2875204030 レオ・ケアステーション伊川谷 訪問型サービス（独自） 西区池上二丁目20-1 平成30年4月1日 078-975-2002 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

西 2875204048 スマイルサポートセンター神戸大沢訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 西区大沢1丁目10-3 平成30年4月1日 078-967-7111 社会福祉法人博愛福祉会 兵庫県加古川市平岡町新在家２３３３−２

西 2875204139 リアルライフ神戸 訪問型サービス（独自） 西区伊川谷町有瀬696番地16 平成29年4月1日 078-939-2430 株式会社いぶきの風 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬696番地2

西 2875204162 訪問介護ステーションファースト 訪問型サービス（独自） 西区美穂が丘5丁目101-8-1 平成29年4月1日 078-915-7095 医療法人社団おばやしクリニック 兵庫県神戸市西区押部谷町栄329-1

西 2875204253 アイアルケア訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） 西区玉津町水谷201-2 カルディアビル1階 平成29年12月1日 078-911-7878 株式会社アイアルケア 兵庫県神戸市西区玉津町水谷201-2 カルディアビル1階

西 2875204402 アイリスケアステーション 訪問型サービス（独自） 西区池上４丁目２１−３−２０２号 平成29年4月1日 078-974-2250 株式会社アイリス 兵庫県神戸市西区池上４丁目２１−３−２０２号

西 2875204469 ヘルパーステーションリーフ西神 訪問型サービス（独自） 西区竹の台５丁目19-21 平成30年3月1日 079-771-6474 株式会社アスアル 兵庫県神戸市西区竹の台５丁目１９−２１



西 2875204543 いちごいちえ 訪問型サービス（独自） 西区池上２丁目９−６ カーサ・デ・ソル102号 平成29年10月1日 078-766-6618 株式会社吉田 兵庫県神戸市西区池上２丁目９−６

西 2875204618 かいごの森 訪問型サービス（独自） 西区伊川谷町有瀬１７４６ 明徳ビル２階 平成30年4月1日 078-978-1377 HealingForest合同会社 兵庫県神戸市西区狩場台５丁目５番地の５１

西 2875204626 スティールハート 訪問型サービス（独自） 西区大津和２−９−３ サニーパレス池上１０１ 平成30年4月1日 078-962-4607 特定非営利活動法人スティールハート 兵庫県神戸市西区北別府３丁目１０−１０秋定ハイツ１０１

西 2875204790 訪問介護ステーション ミライズ 訪問型サービス（独自） 西区宮下１丁目２６−１４−２０６ 令和1年10月1日 078-223-7526 合同会社ＢｒｉｌｌｉａｎｔＤａｙｓ 兵庫県神戸市西区宮下１丁目２６−１４−２０６

西 2875204857 ケアステーションであい 訪問型サービス（独自） 西区玉津町出合字古瀬２２３−１−１０２ 令和2年4月1日 078-945-6648 合同会社であい 兵庫県神戸市西区玉津町出合字古瀬２２３−１

西 2875204949 ツクイ神戸伊川谷有瀬 訪問型サービス（独自） 西区伊川谷町別府７７３−２−１１１ 令和2年10月1日 078-975-1670 株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号

西 2875205003 なんきんまめヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 西区神出町東字丸ヶ岡１１８８番地３４８ 令和2年11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字丸ヶ岡１１８８番地３４８

西 2875205029 レオ・ケアステーション神戸西 訪問型サービス（独自） 西区枝吉５丁目１５６おひさまの家 西神戸１００号室 令和2年12月1日 078-920-8315 株式会社レオ・ソリューションズ 兵庫県神戸市西区池上２丁目２０−１

西 2875205169 ながいきケアヘルパー神戸西 訪問型サービス（独自） 西区伊川谷町有瀬14-21 プリマベーラ伊川谷K 令和4年12月1日 078-995-9725 株式会社ながいき 大阪府門真市本町3番17号1階

西 2875205177 アーバンズケアステーション 訪問型サービス（独自） 西区前開南町２丁目６−３１−３１２ 令和4年12月1日 078-766-7213 株式会社ＯＦＦＴＨＥＬＯＣＫ 兵庫県美方郡香美町香住区境890

西 2875205235 うららヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 西区白水２丁目３番21号 令和5年3月1日 078-940-9972 株式会社グット・ケア 兵庫県神戸市西区白水２丁目３番21号

西 2875205276 訪問介護 和み 訪問型サービス（独自） 西区宮下２丁目６-20 藤ハイツＢ棟202号室 令和5年4月1日 078-203-5106 株式会社和み 兵庫県神戸市⾧田区宮川町４丁目８番地１号ルネ神戸宮川町さくら坂405号

西 28A5200015 布亀株式会社 家庭生活応援事業部 神戸西事業所 訪問型サービス（独自） 西区大津和２丁目９-１９ サンライフ大津和１０３ 令和4年6月1日 078-975-7431 布亀株式会社 兵庫県西宮市今津二葉町３番６号

市外 2873003012 訪問介護ぬくもり尼崎センター 訪問型サービス（独自） 兵庫県尼崎市昭和通３丁目９０−１尼崎Ｋ・Ｒビルディング７０１号室 2017/7/1 06-4869-3088 ケアエンタープライズ株式会社 兵庫県尼崎市昭和通３丁目９０−１尼崎Ｋ・Ｒビルディング７０１号室

市外 2873011320 すみれヘルパーステーション 訪問型サービス（独自） 兵庫県尼崎市武庫之荘８丁目２１−４３ 2017/9/1 06-6431-2055 合同会社すみれ 兵庫県尼崎市武庫之荘８丁目21番43号

市外 2873012443 Ｈａｎａ訪問介護ステーション 訪問型サービス（独自） 兵庫県尼崎市大庄西町１丁目３３−１ 2020/10/1 06-6423-7974 株式会社ラフラ 兵庫県尼崎市大庄西町１丁目１９−４

市外 2872001629 あさぎり介護センター 訪問型サービス（独自） 兵庫県明石市松が丘２−２−６ 明舞プラザ２Ｆ 2017/5/1 078-891-8210 有限会社朝霧ＩＴ企画 兵庫県明石市松が丘２−２−６明舞プラザ２Ｆ

市外 2872002155 ケアサポートわっくる 訪問型サービス（独自） 兵庫県明石市朝霧町１−３８−１２ 2017/6/1 078-917-1056 株式会社博美堂 兵庫県神戸市垂水区城が山３−４−１１

市外 2872002890 ヘルパーステーションまりん 訪問型サービス（独自） 兵庫県明石市大蔵中町20-2 2018/4/1 078-914-2199 有限会社メディカルネット 兵庫県神戸市須磨区北落合６丁目３−１−９０１

市外 2872004896 訪問介護ステーション トモシア 訪問型サービス（独自） 兵庫県明石市本町１丁目６番１１号 オーナーズオフィス明石 2023/3/1 078-918-1777 株式会社トモシア 兵庫県明石市本町１丁目６番１１号

市外 2872005018 あじさいのもり明石 訪問型サービス（独自） 兵庫県明石市明南町一丁目14番1号 AOIビル１F 2019/4/1 078-924-8331 株式会社 日本エルダリーケアサービス 東京都港区芝公園三丁目4番30号 32芝公園ビル7階

市外 2872005364 介護サービスどんぐり 訪問型サービス（独自） 兵庫県明石市大久保町西島399-1-303 2022/9/1 078-600-2212 合同会社ＹＲ介護サービスどんぐり 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町二丁目11番29号

市外 2872005489 ヘルパーステーションさくら 訪問型サービス（独自） 兵庫県明石市小久保五丁目2番11号 岸ビル3C 2022/5/1 078-920-8002 株式会社一夢庵 兵庫県明石市大道町二丁目2番23-2号

市外 2872005570 合同会社 KIKOCA 訪問型サービス（独自） 兵庫県明石市大蔵谷奥16-10 アプリーレⅡ202 2022/12/1 078-945-5467 合同会社 KIKOCA 兵庫県明石市大蔵谷奥16-10 アプリーレⅡ202

市外 2870902455 シルバージャパン西宮 訪問型サービス（独自） 兵庫県西宮市津門呉羽町３−４１今津高架下Ｆ１ブロック店舗２ 2020/7/1 0798-38-1600 株式会社シルバージャパン 兵庫県尼崎市南塚口町２丁目２９−３５ツカプラッツビル２Ｆ

市外 2870903206 あおぞら介護サービス 訪問型サービス（独自） 兵庫県西宮市今在家町２−１８−３０１ 2018/4/1 0798-32-0381 あおぞら株式会社 兵庫県西宮市今在家町２−１８−３０１

市外 2870903842 ヘルパーステーションあんだんて 訪問型サービス（独自） 兵庫県西宮市久保町12-29 2018/11/1 0798-39-9633 株式会社アンダンテ 兵庫県西宮市久保町12-29

市外 2870904097 グローバルウォーク 訪問型サービス（独自） 兵庫県西宮市甲子園口3丁目２３−１６−１Ｆ 2023/2/1 0798-63-5213 株式会社グローバルウォーク 兵庫県西宮市甲子園口北町１２−５−２０６

市外 2870907280 訪問介護事業所クローバー 訪問型サービス（独自） 兵庫県西宮市すみれ台１丁目１２−１０ 2017/4/1 078-907-1822 株式会社クローバー 兵庫県西宮市すみれ台１丁目１２−１０



市外 2870907579 けんとケアサービス 訪問型サービス（独自） 兵庫県西宮市与古道町2-21-301 2018/5/1 0798-31-7777 株式会社けんとグループ 兵庫県西宮市上甲子園５丁目８番１８−２０５

市外 2870909443 訪問介護ステーションえがおの陽 訪問型サービス（独自） 兵庫県西宮市生瀬町2丁目10-20 2023/4/1 078-224-0627 株式会社えがおの陽 兵庫県西宮市北六甲台2丁目15-15

市外 2871001141 訪問介護ちゃいむ 訪問型サービス（独自） 兵庫県芦屋市清水町９番５号２０２ 2018/9/1 0797-80-7883 株式会社ループ芦屋 兵庫県芦屋市清水町９番５号２０２

市外 2871001513 アイルケア 訪問型サービス（独自） 兵庫県芦屋市打出町５−２２ メゾン打出３０３号室 2017/7/1 0797-57-0093 株式会社ライフストリーム 兵庫県芦屋市打出町５−２２

市外 2872203852 いやしの風 訪問型サービス（独自） 兵庫県加古川市加古川町稲屋３３７−７ 2018/3/1 079-420-8382 株式会社いやしの風 兵庫県加古川市加古川町稲屋３３７−７

市外 2871200297 神鉄ケアサービスセンター三田 訪問型サービス（独自） 兵庫県三田市ゆりのき台１丁目１０２ウッディタウン中央駅内 2017/7/1 079-553-1465 神戸電鉄株式会社 兵庫県神戸市兵庫区新開地１丁目３−２４

市外 2871201006 訪問介護センターひなたぼっこ 訪問型サービス（独自） 兵庫県三田市相生町１５−２モアエアミティエ２０２ 2018/4/1 079-551-0186 株式会社コラボネット 兵庫県三田市相生町３−１

市外 2872600768 弥栄の園 訪問介護事業所 訪問型サービス（独自） 兵庫県加西市北条町西高室595-11 2019/4/1 0790-43-7770 社会福祉法人健仁会 兵庫県加西市鶉野町字東中条1750番地


