
R5.4.1時点事業所数
特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護

東灘 23 23

灘 14 13

中央 8 8

兵庫 6 6

北 12 12

⾧田 3 3

須磨 11 11

垂水 22 22

西 14 14

総計 113 112

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 2870101181 グランダ御影山手 特定施設入居者生活介護 東灘区御影山手１丁目２-２６ 平成16年9月15日 078-855-0125 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 2870101181 グランダ御影山手 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区御影山手１丁目２-２６ 平成18年4月1日 078-855-0125 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 2870101421 介護型ケアハウスサンライフ魚崎 特定施設入居者生活介護 東灘区魚崎中町４丁目１０-５０ 平成17年5月1日 078-435-6688 社会福祉法人ささゆり会 兵庫県姫路市御立東５丁目1番1号

東灘 2870101421 介護型ケアハウスサンライフ魚崎 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区魚崎中町４丁目１０-５０ 平成18年4月1日 078-435-6688 社会福祉法人ささゆり会 兵庫県姫路市御立東５丁目1番1号

東灘 2870101579 エレガーノ甲南 特定施設入居者生活介護 東灘区本山南町３丁目３番１号 平成18年6月1日 078-411-9600 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 2870101579 エレガーノ甲南 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区本山南町３丁目３番１号 平成18年6月1日 078-411-9600 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 2870101637 養護老人ホーム住吉苑 特定施設入居者生活介護 東灘区住吉本町３丁目７−４１ 平成18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 2870101637 養護老人ホーム住吉苑 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区住吉本町３丁目７−４１ 平成18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 2870101835 ケアハウスこうべ甲南 特定施設入居者生活介護 東灘区森北町６丁目１−２ 平成20年5月1日 078-436-0567 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

東灘 2870101835 ケアハウスこうべ甲南 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区森北町６丁目１−２ 平成20年5月1日 078-436-0567 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

東灘 2870101850 グランダ御影山手弐番館 特定施設入居者生活介護 東灘区御影山手１丁目２−３１ 平成20年7月1日 078-855-0771 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 2870101850 グランダ御影山手弐番館 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区御影山手１丁目２−３１ 平成20年7月1日 078-855-0771 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 2870101868 ケアハウスこすもぴあ 特定施設入居者生活介護 東灘区魚崎南町４丁目１３−１１ 平成20年8月1日 078-452-2431 社会福祉法人こすもす 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町４丁目１３−１１

東灘 2870101868 ケアハウスこすもぴあ 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区魚崎南町４丁目１３−１１ 平成20年8月1日 078-452-2431 社会福祉法人こすもす 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町４丁目１３−１１

東灘 2870101892 介護付有料老人ホームアルテ石屋川 特定施設入居者生活介護 東灘区御影塚町１丁目１０−１３ 平成20年9月1日 078-811-6811 医療法人社団創生会 兵庫県神戸市東灘区深江本町３−８−２２



東灘 2870101892 介護付有料老人ホームアルテ石屋川 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区御影塚町１丁目１０−１３ 平成20年9月1日 078-811-6811 医療法人社団創生会 兵庫県神戸市東灘区深江本町３−８−２２

東灘 2870101991 サンライフ住吉川 特定施設入居者生活介護 東灘区住吉東町１丁目３番１７−３号 平成21年5月1日 078-846-2033 さくらケアサービス株式会社 兵庫県たつの市新宮町上笹２８６−６

東灘 2870101991 サンライフ住吉川 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区住吉東町１丁目３番１７−３号 平成21年5月1日 078-846-2033 さくらケアサービス株式会社 兵庫県たつの市新宮町上笹２８６−６

東灘 2870102049 ケアハウスゆうあい 特定施設入居者生活介護 東灘区鴨子ケ原２−１４−１９ 平成21年10月1日 078-843-2712 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 2870102049 ケアハウスゆうあい 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区鴨子ケ原２−１４−１９ 平成21年10月1日 078-843-2712 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 2870102056 メディカルホームグランダ深江南 特定施設入居者生活介護 東灘区深江南町２丁目８番２５号 平成21年12月1日 078-414-6131 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 2870102056 メディカルホームグランダ深江南 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区深江南町２丁目８番２５号 平成21年12月1日 078-414-6131 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 2870102239 グランドビュー甲南 特定施設入居者生活介護 東灘区森北町６丁目１−３ 平成23年1月1日 078-436-0665 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

東灘 2870102239 グランドビュー甲南 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区森北町６丁目１−３ 平成23年1月1日 078-436-0665 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

東灘 2870102536 メディカルケアハウス甲南山手 特定施設入居者生活介護 東灘区本庄町2丁目8番36号 平成24年6月1日 078-413-0010 社会福祉法人千種会 兵庫県神戸市東灘区北青木１丁目１番３号

東灘 2870102536 メディカルケアハウス甲南山手 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区本庄町2丁目8番36号 平成24年6月1日 078-413-0010 社会福祉法人千種会 兵庫県神戸市東灘区北青木１丁目１番３号

東灘 2870102577 グランダ甲南山手 特定施設入居者生活介護 東灘区深江北町１丁目１５番４号 平成24年12月1日 078-414-3360 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 2870102577 グランダ甲南山手 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区深江北町１丁目１５番４号 平成24年12月1日 078-414-3360 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 2870102635 はぴね 神戸魚崎 特定施設入居者生活介護 東灘区魚崎南町五丁目5番21号 平成25年5月1日 078-436-5136 グリーンライフ株式会社 大阪府吹田市春日三丁目２０番8号

東灘 2870102635 はぴね 神戸魚崎 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区魚崎南町五丁目5番21号 平成25年5月1日 078-436-5136 グリーンライフ株式会社 大阪府吹田市春日三丁目２０番8号

東灘 2870102643 はぴね 神戸魚崎弐番館 特定施設入居者生活介護 東灘区魚崎南町八丁目１０番７号 平成25年5月1日 078-453-3781 グリーンライフ株式会社 大阪府吹田市春日三丁目２０番8号

東灘 2870102643 はぴね 神戸魚崎弐番館 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区魚崎南町八丁目１０番７号 平成25年5月1日 078-453-3781 グリーンライフ株式会社 大阪府吹田市春日三丁目２０番8号

東灘 2870102767 リハビリホームグランダ摂津本山 特定施設入居者生活介護 東灘区本山南町五丁目2番12号 平成26年3月1日 078-414-2727 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 2870102767 リハビリホームグランダ摂津本山 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区本山南町五丁目2番12号 平成26年3月1日 078-414-2727 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 2870103237 グランフォレスト神戸御影 特定施設入居者生活介護 東灘区鴨子ケ原３−２−４３ 平成30年2月1日 078-806-8871 スミリンフィルケア株式会社 東京都新宿区西新宿新宿モノリス（２７階）２丁目３番１号

東灘 2870103237 グランフォレスト神戸御影 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区鴨子ケ原３−２−４３ 平成30年2月1日 078-806-8871 スミリンフィルケア株式会社 東京都新宿区西新宿新宿モノリス（２７階）２丁目３番１号

東灘 2870103344 チャームプレミア御影 特定施設入居者生活介護 東灘区住吉本町３丁目１３番７号 平成31年3月1日 078-858-6851 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 大阪府大阪市北区中之島三丁目６番３２号

東灘 2870103344 チャームプレミア御影 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区住吉本町３丁目１３番７号 平成31年3月1日 078-858-6851 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 大阪府大阪市北区中之島三丁目６番３２号

東灘 2870103492 イリーゼ神戸青木 特定施設入居者生活介護 東灘区青木２丁目４番２６号 令和2年8月1日 078-451-3311 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 東京都港区港南２丁目１５番３号

東灘 2870103492 イリーゼ神戸青木 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区青木２丁目４番２６号 令和2年8月1日 078-451-3311 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 東京都港区港南２丁目１５番３号

東灘 2870103674 シニアスタイル神戸住吉 特定施設入居者生活介護 東灘区住吉東町4丁目2番17号 令和3年7月1日 078-811-8181 株式会社シニアスタイル 兵庫県尼崎市道意町４丁目１４

東灘 2870103674 シニアスタイル神戸住吉 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区住吉東町4丁目2番17号 令和3年7月1日 078-811-8181 株式会社シニアスタイル 兵庫県尼崎市道意町４丁目１４

東灘 2870103773 リアンレーヴ東灘住吉 特定施設入居者生活介護 東灘区住吉宮町１丁目７番８号 令和4年11月1日 078-822-3355 株式会社木下の介護 東京都新宿区西新宿新宿アイランドタワー（８階）６丁目５−１

東灘 2870103773 リアンレーヴ東灘住吉 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区住吉宮町１丁目７番８号 令和4年11月1日 078-822-3355 株式会社木下の介護 東京都新宿区西新宿新宿アイランドタワー（８階）６丁目５−１



東灘 2870103799 介護付有料老人ホーム プレザングラン岡本 特定施設入居者生活介護 東灘区岡本七丁目3−21 令和4年12月1日 078-453-7721 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島二丁目2番2号

東灘 2870103799 介護付有料老人ホーム プレザングラン岡本 介護予防特定施設入居者生活介護 東灘区岡本七丁目3−21 令和4年12月1日 078-453-7721 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島二丁目2番2号

灘 2870200249 養護盲老人ホーム 千山荘 特定施設入居者生活介護 灘区鶴甲５丁目１−５０ 平成20年4月1日 078-841-4504 社会福祉法人六甲鶴寿園 兵庫県神戸市灘区鶴甲５丁目１番50号

灘 2870201130 エレガーノ摩耶 特定施設入居者生活介護 灘区摩耶海岸通１丁目３-１０ 平成17年3月1日 078-802-6582 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

灘 2870201130 エレガーノ摩耶 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区摩耶海岸通１丁目３-１０ 平成18年4月1日 078-802-6582 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

灘 2870201361 ケアハウスきしろ⾧寿の里 特定施設入居者生活介護 灘区鶴甲５丁目１−５０ 平成18年5月1日 078-821-4282 社会福祉法人六甲鶴寿園 兵庫県神戸市灘区鶴甲５丁目１番50号

灘 2870201361 ケアハウスきしろ⾧寿の里 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区鶴甲５丁目１−５０ 平成18年5月1日 078-821-4282 社会福祉法人六甲鶴寿園 兵庫県神戸市灘区鶴甲５丁目１番50号

灘 2870201395 養護老人ホーム六甲台ビラ 特定施設入居者生活介護 灘区鶴甲５丁目１−５０ 平成18年4月1日 078-821-1391 社会福祉法人六甲鶴寿園 兵庫県神戸市灘区鶴甲５丁目１番50号

灘 2870201395 養護老人ホーム六甲台ビラ 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区鶴甲５丁目１−５０ 平成18年4月1日 078-821-1391 社会福祉法人六甲鶴寿園 兵庫県神戸市灘区鶴甲５丁目１番50号

灘 2870201643 コンフォートヒルズ六甲 特定施設入居者生活介護 灘区篠原北町３丁目１１−１４ 平成21年6月1日 078-861-8989 セコムフォートウエスト株式会社 兵庫県神戸市灘区篠原北町３丁目１１−１４

灘 2870201643 コンフォートヒルズ六甲 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区篠原北町３丁目１１−１４ 平成21年6月1日 078-861-8989 セコムフォートウエスト株式会社 兵庫県神戸市灘区篠原北町３丁目１１−１４

灘 2870201668 ケアハウスロングステージＫＯＢＥ大石 特定施設入居者生活介護 灘区大石南町２丁目４−２２ 平成21年7月1日 078-805-3620 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１

灘 2870201668 ケアハウスロングステージＫＯＢＥ大石 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区大石南町２丁目４−２２ 平成21年7月1日 078-805-3620 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１

灘 2870201718 グランフォレスト神戸六甲 特定施設入居者生活介護 灘区中郷町３−３−７ 平成22年4月1日 078-846-1366 スミリンフィルケア株式会社 東京都新宿区西新宿新宿モノリス（２７階）２丁目３番１号

灘 2870201718 グランフォレスト神戸六甲 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区中郷町３−３−７ 平成22年4月1日 078-846-1366 スミリンフィルケア株式会社 東京都新宿区西新宿新宿モノリス（２７階）２丁目３番１号

灘 2870201841 メディカルホームグランダ御影西 特定施設入居者生活介護 灘区記田町２丁目１−１１ 平成23年1月1日 078-854-7101 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 2870201841 メディカルホームグランダ御影西 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区記田町２丁目１−１１ 平成23年1月1日 078-854-7101 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 2870201981 有料老人ホーム六甲台翆光園 特定施設入居者生活介護 灘区鶴甲５丁目１−５０ 平成24年1月1日 078-851-7739 公益社団法人きしろ翠光会 兵庫県神戸市灘区鶴甲５丁目１−５０

灘 2870201981 有料老人ホーム六甲台翆光園 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区鶴甲５丁目１−５０ 平成24年1月1日 078-851-7739 公益社団法人きしろ翠光会 兵庫県神戸市灘区鶴甲５丁目１−５０

灘 2870202070 Charm Suite（チャームスイート）神戸摩耶 特定施設入居者生活介護 灘区箕岡通４丁目５番２号 平成24年9月1日 078-801-7771 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 大阪府大阪市北区中之島三丁目６番３２号

灘 2870202070 Charm Suite（チャームスイート）神戸摩耶 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区箕岡通４丁目５番２号 平成24年9月1日 078-801-7771 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 大阪府大阪市北区中之島三丁目６番３２号

灘 2870202120 ニチイケアセンター神戸摩耶 特定施設入居者生活介護 灘区味泥町4番19号 平成24年11月1日 078-801-0022 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 2870202120 ニチイケアセンター神戸摩耶 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区味泥町4番19号 平成24年11月1日 078-801-0022 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 2870202740 ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ六甲 特定施設入居者生活介護 灘区篠原伯母野山町1丁目2番2号 平成30年7月1日 078-881-2270 SOMPOケア株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番8号

灘 2870202740 ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ六甲 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区篠原伯母野山町1丁目2番2号 平成30年7月1日 078-881-2270 SOMPOケア株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番8号

灘 2870202922 イリーゼ神戸六甲 特定施設入居者生活介護 灘区篠原本町４丁目６番３号 令和1年8月1日 078-881-1211 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 東京都港区港南２丁目１５番３号

灘 2870202922 イリーゼ神戸六甲 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区篠原本町４丁目６番３号 令和1年8月1日 078-881-1211 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 東京都港区港南２丁目１５番３号

灘 2870203144 トラストグレイス御影 介護棟 特定施設入居者生活介護 灘区土山町１６−２ 令和4年7月1日 078-856-3375 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 2870203144 トラストグレイス御影 介護棟 介護予防特定施設入居者生活介護 灘区土山町１６−２ 令和4年7月1日 078-856-3375 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



中央 2875102200 ロングライフ神戸青谷 特定施設入居者生活介護 中央区神仙寺通３丁目１番２号 平成20年5月1日 078-221-3731 日本ロングライフ株式会社 大阪府大阪市北区中崎西２−４−１２梅田センタービル２５階

中央 2875102200 ロングライフ神戸青谷 介護予防特定施設入居者生活介護 中央区神仙寺通３丁目１番２号 平成20年5月1日 078-221-3731 日本ロングライフ株式会社 大阪府大阪市北区中崎西２−４−１２梅田センタービル２５階

中央 2875102762 神戸海岸特養ケアセンターケアハウス 特定施設入居者生活介護 中央区磯辺通１丁目１−２８ 平成24年4月1日 078-252-3003 社会福祉法人成晃会 大阪府摂津市学園町２−１０−１５

中央 2875102762 神戸海岸特養ケアセンターケアハウス 介護予防特定施設入居者生活介護 中央区磯辺通１丁目１−２８ 平成24年4月1日 078-252-3003 社会福祉法人成晃会 大阪府摂津市学園町２−１０−１５

中央 2875102911 エレガリオ神戸 特定施設入居者生活介護 中央区海岸通６丁目２番１４号 平成24年9月1日 078-371-3922 株式会社ユーキャン・ライフパートナー 東京都新宿区高田馬場４丁目２番３８号

中央 2875102911 エレガリオ神戸 介護予防特定施設入居者生活介護 中央区海岸通６丁目２番１４号 平成24年9月1日 078-371-3922 株式会社ユーキャン・ライフパートナー 東京都新宿区高田馬場４丁目２番３８号

中央 2875103497 リハビリホームグランダ神戸北野 特定施設入居者生活介護 中央区北野町４丁目12番１号 平成28年3月1日 078-291-5255 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

中央 2875103497 リハビリホームグランダ神戸北野 介護予防特定施設入居者生活介護 中央区北野町４丁目12番１号 平成28年3月1日 078-291-5255 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

中央 2875103679 ブランシエール神戸北野 特定施設入居者生活介護 中央区加納町二丁目７番１１号 平成29年4月1日 078-272-1855 株式会社⾧谷工シニアウェルデザイン 東京都港区芝２丁目９番１０号

中央 2875103679 ブランシエール神戸北野 介護予防特定施設入居者生活介護 中央区加納町二丁目７番１１号 平成29年4月1日 078-272-1855 株式会社⾧谷工シニアウェルデザイン 東京都港区芝２丁目９番１０号

中央 2875103687 サンシティタワー神戸 特定施設入居者生活介護 中央区脇浜海岸通２−３−５ 平成29年6月1日 078-242-6011 株式会社ハーフ・センチュリー・モア 東京都港区赤坂赤坂アークヒルズ・アーク森ビル（３０階）１−１２−３２

中央 2875103687 サンシティタワー神戸 介護予防特定施設入居者生活介護 中央区脇浜海岸通２−３−５ 平成29年6月1日 078-242-6011 株式会社ハーフ・センチュリー・モア 東京都港区赤坂赤坂アークヒルズ・アーク森ビル（３０階）１−１２−３２

中央 2875103836 チャームスイート神戸北野 特定施設入居者生活介護 中央区北野町１丁目２番１３号 平成30年2月1日 078-230-1550 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 大阪府大阪市北区中之島三丁目６番３２号

中央 2875103836 チャームスイート神戸北野 介護予防特定施設入居者生活介護 中央区北野町１丁目２番１３号 平成30年2月1日 078-230-1550 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 大阪府大阪市北区中之島三丁目６番３２号

中央 2875104214 モア・アビタシオン新神戸 特定施設入居者生活介護 中央区加納町２丁目１３−７ 令和3年9月1日 078-221-5800 株式会社アルファベッタ 兵庫県神戸市中央区加納町２丁目１３−７

中央 2875104214 モア・アビタシオン新神戸 介護予防特定施設入居者生活介護 中央区加納町２丁目１３−７ 令和3年9月1日 078-221-5800 株式会社アルファベッタ 兵庫県神戸市中央区加納町２丁目１３−７

兵庫 2870500655 ケアハウスこうべ 特定施設入居者生活介護 兵庫区里山町１−４８ 平成13年4月1日 078-612-3335 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

兵庫 2870500655 ケアハウスこうべ 介護予防特定施設入居者生活介護 兵庫区里山町１−４８ 平成18年4月1日 078-612-3335 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

兵庫 2870501463 そんぽの家兵庫柳原 特定施設入居者生活介護 兵庫区三川口町３丁目5-15 平成17年10月1日 078-515-3431 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 2870501463 そんぽの家兵庫柳原 介護予防特定施設入居者生活介護 兵庫区三川口町３丁目5-15 平成18年4月1日 078-515-3431 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 2870501620 夢野介護ステーション 特定施設入居者生活介護 兵庫区夢野町４丁目３−１３ 平成18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 2870501620 夢野介護ステーション 介護予防特定施設入居者生活介護 兵庫区夢野町４丁目３−１３ 平成18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 2870501679 養護老人ホーム海光園 特定施設入居者生活介護 兵庫区菊水町１０丁目４０ 平成18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 2870501679 養護老人ホーム海光園 介護予防特定施設入居者生活介護 兵庫区菊水町１０丁目４０ 平成18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 2870502339 介護付き有料老人ホームエクセレント神戸 特定施設入居者生活介護 兵庫区菊水町１０丁目２４−１ 平成23年9月1日 078-531-6511 株式会社エクセレントケアシステム 徳島県徳島市かちどき橋1丁目22-1

兵庫 2870502339 介護付き有料老人ホームエクセレント神戸 介護予防特定施設入居者生活介護 兵庫区菊水町１０丁目２４−１ 平成23年9月1日 078-531-6511 株式会社エクセレントケアシステム 徳島県徳島市かちどき橋1丁目22-1

兵庫 2870502917 介護型ケアハウス イルマーレ 特定施設入居者生活介護 兵庫区菊水町10丁目40番地1号 平成26年9月1日 078-531-2556 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 2870502917 介護型ケアハウス イルマーレ 介護予防特定施設入居者生活介護 兵庫区菊水町10丁目40番地1号 平成26年9月1日 078-531-2556 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

北 2875000446 一般財団法人日本老人福祉財団神戸ゆうゆうの里 特定施設入居者生活介護 北区鳴子３丁目１−２ 平成12年4月1日 078-594-9000 一般財団法人日本老人福祉財団 東京都中央区日本橋堀留町１丁目７−７ ユニバーサル堀留町ビル５階



北 2875000446 一般財団法人日本老人福祉財団神戸ゆうゆうの里 介護予防特定施設入居者生活介護 北区鳴子３丁目１−２ 平成18年4月1日 078-594-9000 一般財団法人日本老人福祉財団 東京都中央区日本橋堀留町１丁目７−７ ユニバーサル堀留町ビル５階

北 2875001279 スーパー・コート神戸北 特定施設入居者生活介護 北区谷上南町１５-１０ 平成16年6月15日 078-586-6888 有限会社ライフ 大阪府大阪市西区西本町１−７−７

北 2875001279 スーパー・コート神戸北 介護予防特定施設入居者生活介護 北区谷上南町１５-１０ 平成18年4月1日 078-586-6888 有限会社ライフ 大阪府大阪市西区西本町１−７−７

北 2875001873 養護老人ホーム鈴蘭台荘 特定施設入居者生活介護 北区鈴蘭台東町２丁目４−６ 平成18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 2875001873 養護老人ホーム鈴蘭台荘 介護予防特定施設入居者生活介護 北区鈴蘭台東町２丁目４−６ 平成18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 2875002269 ケアハウス南風 特定施設入居者生活介護 北区山田町下谷上字梅木谷３９−１１ 平成21年11月1日 078-583-3131 社会福祉法人神戸の風 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字梅木谷39-11

北 2875002269 ケアハウス南風 介護予防特定施設入居者生活介護 北区山田町下谷上字梅木谷３９−１１ 平成21年11月1日 078-583-3131 社会福祉法人神戸の風 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字梅木谷39-11

北 2875002301 介護型ケアハウスストロベリー 特定施設入居者生活介護 北区有野町二郎字西浦３８３ 平成22年1月1日 078-982-6663 社会福祉法人黎明会 兵庫県神戸市北区有野町二郎字西浦３８３

北 2875002301 介護型ケアハウスストロベリー 介護予防特定施設入居者生活介護 北区有野町二郎字西浦３８３ 平成22年1月1日 078-982-6663 社会福祉法人黎明会 兵庫県神戸市北区有野町二郎字西浦３８３

北 2875002384 ケアハウスカトレア神戸 特定施設入居者生活介護 北区松宮台１丁目３７−２ 平成22年4月1日 078-593-0001 社会福祉法人まなの会 兵庫県三木市福井字鷹尾１９８１−１

北 2875002384 ケアハウスカトレア神戸 介護予防特定施設入居者生活介護 北区松宮台１丁目３７−２ 平成22年4月1日 078-593-0001 社会福祉法人まなの会 兵庫県三木市福井字鷹尾１９８１−１

北 2875002483 リバティーベル六甲 特定施設入居者生活介護 北区山田町小部字向井谷１−１ 平成22年12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リバティーベル六甲

北 2875002483 リバティーベル六甲 介護予防特定施設入居者生活介護 北区山田町小部字向井谷１−１ 平成22年12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リバティーベル六甲

北 2875002756 介護付有料老人ホームきずなホームふなせ 特定施設入居者生活介護 北区有野台７丁目１９番地の１ 平成24年9月1日 078-987-9991 有限会社舩瀬和久工務店 兵庫県神戸市東灘区本山北町五丁目１３番６号

北 2875002756 介護付有料老人ホームきずなホームふなせ 介護予防特定施設入居者生活介護 北区有野台７丁目１９番地の１ 平成24年9月1日 078-987-9991 有限会社舩瀬和久工務店 兵庫県神戸市東灘区本山北町五丁目１３番６号

北 2875003580 ケアハウスカトレアすずらん台 特定施設入居者生活介護 北区鈴蘭台北町１丁目２１番１０ 平成29年10月1日 078-592-8888 社会福祉法人まなの会 兵庫県三木市福井字鷹尾１９８１−１

北 2875003580 ケアハウスカトレアすずらん台 介護予防特定施設入居者生活介護 北区鈴蘭台北町１丁目２１番１０ 平成29年10月1日 078-592-8888 社会福祉法人まなの会 兵庫県三木市福井字鷹尾１９８１−１

北 2875003754 ソーシャルコート神戸北 特定施設入居者生活介護 北区小倉台１丁目１６−５ 平成31年2月1日 078-586-3001 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 2875003754 ソーシャルコート神戸北 介護予防特定施設入居者生活介護 北区小倉台１丁目１６−５ 平成31年2月1日 078-586-3001 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 2875003796 介護型ケアハウス ソラーレ 特定施設入居者生活介護 北区ひよどり北町３丁目２番地 令和1年5月1日 078-747-5201 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 2875003796 介護型ケアハウス ソラーレ 介護予防特定施設入居者生活介護 北区ひよどり北町３丁目２番地 平成31年4月1日 078-747-5201 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 2875004224 介護型ケアハウスグリーンヒル 特定施設入居者生活介護 北区鳴子３丁目１番 令和5年3月1日 078-595-7729 社会福祉法人あすか福祉会 ⾧崎県対馬市厳原町田渕933番地

北 2875004224 介護型ケアハウスグリーンヒル 介護予防特定施設入居者生活介護 北区鳴子３丁目１番 令和5年3月1日 078-595-7729 社会福祉法人あすか福祉会 ⾧崎県対馬市厳原町田渕933番地

⾧田 2870601065 ケアハウス丸山の郷 特定施設入居者生活介護 ⾧田区雲雀ケ丘１丁目１４番１号 平成16年7月1日 078-611-7008 社会福祉法人雲雀丘 兵庫県神戸市⾧田区雲雀ケ丘１丁目１４−１

⾧田 2870601065 ケアハウス丸山の郷 介護予防特定施設入居者生活介護 ⾧田区雲雀ケ丘１丁目１４番１号 平成18年4月1日 078-611-7008 社会福祉法人雲雀丘 兵庫県神戸市⾧田区雲雀ケ丘１丁目１４−１

⾧田 2870601453 ⾧田すみれビレッジ 特定施設入居者生活介護 ⾧田区房王寺町２丁目３−２５ 平成18年1月15日 078-612-3227 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 2870601453 ⾧田すみれビレッジ 介護予防特定施設入居者生活介護 ⾧田区房王寺町２丁目３−２５ 平成18年4月1日 078-612-3227 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 2870602956 神戸⾧田ケアパークそよ風 特定施設入居者生活介護 ⾧田区六番町五丁目2-1 平成28年6月1日 078-579-6258 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 東京都港区北青山二丁目７番１３号 プラセオ青山ビル

⾧田 2870602956 神戸⾧田ケアパークそよ風 介護予防特定施設入居者生活介護 ⾧田区六番町五丁目2-1 平成28年6月1日 078-579-6258 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 東京都港区北青山二丁目７番１３号 プラセオ青山ビル



須磨 2870700305 有料老人ホームエリーネス須磨 特定施設入居者生活介護 須磨区友が丘７丁目１番地２１ 平成12年4月1日 078-795-8111 株式会社神戸健康管理センター 兵庫県神戸市須磨区磯馴町４丁目１−６

須磨 2870700305 有料老人ホームエリーネス須磨 介護予防特定施設入居者生活介護 須磨区友が丘７丁目１番地２１ 平成18年4月1日 078-795-8111 株式会社神戸健康管理センター 兵庫県神戸市須磨区磯馴町４丁目１−６

須磨 2870701055 エリーネス須磨介護の家 特定施設入居者生活介護 須磨区磯馴町３−１−２７ 平成16年4月15日 078-737-1281 株式会社神戸健康管理センター 兵庫県神戸市須磨区磯馴町４丁目１−６

須磨 2870701055 エリーネス須磨介護の家 介護予防特定施設入居者生活介護 須磨区磯馴町３−１−２７ 平成18年4月1日 078-737-1281 株式会社神戸健康管理センター 兵庫県神戸市須磨区磯馴町４丁目１−６

須磨 2870701311 ゼフィール白川 特定施設入居者生活介護 須磨区白川台５−７−５７ 平成17年2月1日 078-791-3299 株式会社ケー・エス・メディカル 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目7−57

須磨 2870701311 ゼフィール白川 介護予防特定施設入居者生活介護 須磨区白川台５−７−５７ 平成18年4月1日 078-791-3299 株式会社ケー・エス・メディカル 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目7−57

須磨 2870701683 ゼフィール白川Ⅱ 特定施設入居者生活介護 須磨区白川台５丁目７−５７ 平成19年3月1日 078-791-3299 株式会社ケー・エス・メディカル 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目7−57

須磨 2870701683 ゼフィール白川Ⅱ 介護予防特定施設入居者生活介護 須磨区白川台５丁目７−５７ 平成19年3月1日 078-791-3299 株式会社ケー・エス・メディカル 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目7−57

須磨 2870701709 有料老人ホームなのはな高倉台 特定施設入居者生活介護 須磨区高倉台６丁目−１４−１６ 平成19年7月1日 078-732-7087 有限会社日本健康管理システム 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通３丁目４−１２−１Ｆ西

須磨 2870701709 有料老人ホームなのはな高倉台 介護予防特定施設入居者生活介護 須磨区高倉台６丁目−１４−１６ 平成19年7月1日 078-732-7087 有限会社日本健康管理システム 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通３丁目４−１２−１Ｆ西

須磨 2870701782 ケアハウス須磨浦の里 特定施設入居者生活介護 須磨区一ノ谷町３丁目３−２１ 平成20年2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 2870701782 ケアハウス須磨浦の里 介護予防特定施設入居者生活介護 須磨区一ノ谷町３丁目３−２１ 平成20年2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 2870702517 あいハート離宮前 特定施設入居者生活介護 須磨区離宮前町２−５−３８ 平成25年5月1日 078-731-2130 社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業団 大阪府大阪市福島区福島３丁目１番７３号

須磨 2870702517 あいハート離宮前 介護予防特定施設入居者生活介護 須磨区離宮前町２−５−３８ 平成25年5月1日 078-731-2130 社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業団 大阪府大阪市福島区福島３丁目１番７３号

須磨 2870702707 ケアハウス須磨浦の里 みち 特定施設入居者生活介護 須磨区一ノ谷町三丁目３番１６号 平成26年8月1日 078-731-4131 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 2870702707 ケアハウス須磨浦の里 みち 介護予防特定施設入居者生活介護 須磨区一ノ谷町三丁目３番１６号 平成26年8月1日 078-731-4131 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 2870702764 チャーム須磨海浜公園 特定施設入居者生活介護 須磨区松風町４丁目１番１１号 平成27年4月1日 078-739-1025 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 大阪府大阪市北区中之島三丁目６番３２号

須磨 2870702764 チャーム須磨海浜公園 介護予防特定施設入居者生活介護 須磨区松風町４丁目１番１１号 平成27年4月1日 078-739-1025 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 大阪府大阪市北区中之島三丁目６番３２号

須磨 2870703176 介護付有料老人ホーム ソラスト須磨ノ森 特定施設入居者生活介護 須磨区多井畑字出口１９番地の１ 令和1年7月1日 078-741-2785 株式会社ソラスト 東京都港区港南1丁目7番18号

須磨 2870703176 介護付有料老人ホーム ソラスト須磨ノ森 介護予防特定施設入居者生活介護 須磨区多井畑字出口１９番地の１ 令和1年7月1日 078-741-2785 株式会社ソラスト 東京都港区港南1丁目7番18号

須磨 2870703457 モア・アビタシオン須磨 特定施設入居者生活介護 須磨区千守町１丁目５−２３ 令和3年9月1日 078-612-7500 株式会社アルファベッタ 兵庫県神戸市中央区加納町２丁目１３−７

須磨 2870703457 モア・アビタシオン須磨 介護予防特定施設入居者生活介護 須磨区千守町１丁目５−２３ 令和3年9月1日 078-612-7500 株式会社アルファベッタ 兵庫県神戸市中央区加納町２丁目１３−７

垂水 2870800188 ドマーニ神戸 特定施設入居者生活介護 垂水区本多聞３丁目１−３７ 平成12年4月1日 078-787-2600 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 2870800188 ドマーニ神戸 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区本多聞３丁目１−３７ 平成18年4月1日 078-787-2600 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 2870800865 そんぽの家神戸垂水 特定施設入居者生活介護 垂水区仲田２丁目１−８ 平成15年2月1日 078-704-5124 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 2870800865 そんぽの家神戸垂水 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区仲田２丁目１−８ 平成18年4月1日 078-704-5124 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 2870800998 ケアハウスふるさと 特定施設入居者生活介護 垂水区塩屋町６丁目３２−４８ 平成15年8月15日 078-752-9482 社会福祉法人絆福祉会 兵庫県神戸市垂水区塩屋町６丁目３８−８

垂水 2870800998 ケアハウスふるさと 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区塩屋町６丁目３２−４８ 平成18年4月1日 078-752-9482 社会福祉法人絆福祉会 兵庫県神戸市垂水区塩屋町６丁目３８−８

垂水 2870801202 ソルケア神戸名谷 特定施設入居者生活介護 垂水区福田５丁目２−３０ 平成16年3月15日 078-705-5765 株式会社アルファライフ 大阪府大阪市西区北堀江１丁目２０番地１３号ライフシステムビル９階



垂水 2870801202 ソルケア神戸名谷 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区福田５丁目２−３０ 平成18年4月1日 078-705-5765 株式会社アルファライフ 大阪府大阪市西区北堀江１丁目２０番地１３号ライフシステムビル９階

垂水 2870801657 コミュニティホーム・シーズンフィール垂水 特定施設入居者生活介護 垂水区本多聞２丁目２−２０ 平成17年7月1日 078-787-5294 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 2870801657 コミュニティホーム・シーズンフィール垂水 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区本多聞２丁目２−２０ 平成18年4月1日 078-787-5294 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 2870801673 ハートランド舞子台 特定施設入居者生活介護 垂水区舞子台７丁目３−８ 平成17年8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 2870801673 ハートランド舞子台 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区舞子台７丁目３−８ 平成18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 2870801749 フォレスト垂水 特定施設入居者生活介護 垂水区旭が丘１丁目９−６０ 平成17年10月1日 078-704-2005 ファインフォレスト株式会社 兵庫県神戸市垂水区旭が丘１丁目９−６０

垂水 2870801749 フォレスト垂水 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区旭が丘１丁目９−６０ 平成18年4月1日 078-704-2005 ファインフォレスト株式会社 兵庫県神戸市垂水区旭が丘１丁目９−６０

垂水 2870801806 さん舞子神港園 特定施設入居者生活介護 垂水区五色山７丁目１２−３８ 平成17年10月1日 078-704-2081 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 2870801806 さん舞子神港園 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区五色山７丁目１２−３８ 平成18年4月1日 078-704-2081 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 2870801889 そんぽの家南多聞台 特定施設入居者生活介護 垂水区南多聞台四丁目７番１号 平成18年4月1日 078-787-2071 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 2870801889 そんぽの家南多聞台 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区南多聞台四丁目７番１号 平成18年4月1日 078-787-2071 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 2870801962 レイシエスタしらゆり 特定施設入居者生活介護 垂水区海岸通５−６７ 平成18年8月1日 078-708-3060 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３−１３

垂水 2870801962 レイシエスタしらゆり 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区海岸通５−６７ 平成28年8月1日 078-708-3060 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３−１３

垂水 2870802283 ロングライフ・クイーンズ塩屋 特定施設入居者生活介護 垂水区塩屋町１丁目６−３０ 平成20年5月1日 078-755-2010 日本ロングライフ株式会社 大阪府大阪市北区中崎西２−４−１２梅田センタービル２５階

垂水 2870802283 ロングライフ・クイーンズ塩屋 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区塩屋町１丁目６−３０ 平成20年5月1日 078-755-2010 日本ロングライフ株式会社 大阪府大阪市北区中崎西２−４−１２梅田センタービル２５階

垂水 2870802325 介護付有料老人ホーム美波ホール 特定施設入居者生活介護 垂水区塩屋町６丁目３６−１９ 平成20年6月15日 078-755-1700 社会福祉法人⾧生福祉会 兵庫県尼崎市南武庫之荘４−２−８

垂水 2870802325 介護付有料老人ホーム美波ホール 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区塩屋町６丁目３６−１９ 平成20年6月15日 078-755-1700 社会福祉法人⾧生福祉会 兵庫県尼崎市南武庫之荘４−２−８

垂水 2870802333 介護付有料老人ホームMボヌール 特定施設入居者生活介護 垂水区名谷町平ノ垣内８５２−１ 平成20年8月1日 078-707-7008 株式会社陽楽 兵庫県神戸市垂水区名谷町平ノ垣内８５２−１

垂水 2870802333 介護付有料老人ホームMボヌール 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区名谷町平ノ垣内８５２−１ 平成20年8月1日 078-707-7008 株式会社陽楽 兵庫県神戸市垂水区名谷町平ノ垣内８５２−１

垂水 2870802606 ケアハウスまんてん垂水 特定施設入居者生活介護 垂水区名谷町１５４７−１ 平成22年7月1日 078-706-2882 社会福祉法人三桂会 兵庫県神戸市垂水区名谷町１５４７−１

垂水 2870802606 ケアハウスまんてん垂水 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区名谷町１５４７−１ 平成22年7月1日 078-706-2882 社会福祉法人三桂会 兵庫県神戸市垂水区名谷町１５４７−１

垂水 2870802713 ユトリーム朝霧 特定施設入居者生活介護 垂水区狩口台６丁目１２−１ 平成23年5月1日 078-224-5001 ＡＬＳＯＫジョイライフ株式会社 大阪府大阪市北区西天満4丁目14番3号

垂水 2870802713 ユトリーム朝霧 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区狩口台６丁目１２−１ 平成23年5月1日 078-224-5001 ＡＬＳＯＫジョイライフ株式会社 大阪府大阪市北区西天満4丁目14番3号

垂水 2870802721 ザ・レジデンス神戸舞子 特定施設入居者生活介護 垂水区海岸通１１−９７ 平成23年4月30日 078-704-5125 株式会社シティインデックスホスピタリティ 東京都渋谷区東三丁目２２番１４号

垂水 2870802721 ザ・レジデンス神戸舞子 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区海岸通１１−９７ 平成23年4月30日 078-704-5125 株式会社シティインデックスホスピタリティ 東京都渋谷区東三丁目２２番１４号

垂水 2870802788 ニチイケアセンター神戸西舞子 特定施設入居者生活介護 垂水区西舞子２丁目１０−３７ 平成23年9月1日 078-787-2065 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 2870802788 ニチイケアセンター神戸西舞子 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区西舞子２丁目１０−３７ 平成23年9月1日 078-787-2065 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 2870803729 ディアージュ神戸 特定施設入居者生活介護 垂水区学が丘５丁目１番４号 平成29年1月1日 078-705-1194 JR西日本プロパティーズ株式会社 東京都港区芝五丁目３４番６号

垂水 2870803729 ディアージュ神戸 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区学が丘５丁目１番４号 平成29年1月1日 078-705-1194 JR西日本プロパティーズ株式会社 東京都港区芝五丁目３４番６号



垂水 2870803968 ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ神戸垂水 特定施設入居者生活介護 垂水区名谷町猿倉285 平成30年7月1日 078-704-4165 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 2870803968 ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ神戸垂水 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区名谷町猿倉285 平成30年7月1日 078-704-4165 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 2870804180 ケアハウス神戸垂水ちどり 特定施設入居者生活介護 垂水区高丸６丁目７−２ 令和1年7月1日 078-786-3755 社会福祉法人晋栄福祉会 大阪府門真市北島町１２番２０号

垂水 2870804180 ケアハウス神戸垂水ちどり 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区高丸６丁目７−２ 令和1年7月1日 078-786-3755 社会福祉法人晋栄福祉会 大阪府門真市北島町１２番２０号

垂水 2870804222 介護型ケアハウス オービーホーム高丸 特定施設入居者生活介護 垂水区上高丸３丁目７番２２号 令和1年11月1日 078-754-5930 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 2870804222 介護型ケアハウス オービーホーム高丸 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区上高丸３丁目７番２２号 令和1年11月1日 078-754-5930 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 2870804388 塩屋すみれビレッジ 特定施設入居者生活介護 垂水区塩屋町３丁目１２−４８ 令和3年3月1日 078-753-0450 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番地３

垂水 2870804388 塩屋すみれビレッジ 介護予防特定施設入居者生活介護 垂水区塩屋町３丁目１２−４８ 令和3年3月1日 078-753-0450 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番地３

西 2875201085 軽費老人ホームケアハウスかんで 特定施設入居者生活介護 西区神出町小束野５８−９１ 平成14年10月1日 078-965-2604 社会福祉法人神戸自興会 兵庫県神戸市西区神出町小束野５８番地の９２

西 2875201085 軽費老人ホームケアハウスかんで 介護予防特定施設入居者生活介護 西区神出町小束野５８−９１ 平成18年4月1日 078-965-2604 社会福祉法人神戸自興会 兵庫県神戸市西区神出町小束野５８番地の９２

西 2875201762 有料老人ホームサニーライフ神戸 特定施設入居者生活介護 西区糀台４-２０-１ 平成16年9月1日 078-991-2700 株式会社川島コーポレーション 千葉県君津市東猪原248番地2

西 2875201762 有料老人ホームサニーライフ神戸 介護予防特定施設入居者生活介護 西区糀台４-２０-１ 平成18年4月1日 078-991-2700 株式会社川島コーポレーション 千葉県君津市東猪原248番地2

西 2875201804 ほっと倶楽部 特定施設入居者生活介護 西区伊川谷町別府７１９-１ 平成16年10月15日 078-978-1294 株式会社光栄メディカル 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府７１９−１

西 2875201804 ほっと倶楽部 介護予防特定施設入居者生活介護 西区伊川谷町別府７１９-１ 平成18年4月1日 078-978-1294 株式会社光栄メディカル 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府７１９−１

西 2875202414 大慈吉祥園特定施設入所者生活介護事業所 特定施設入居者生活介護 西区櫨谷町⾧谷１３−１ 平成18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 2875202414 大慈吉祥園特定施設入所者生活介護事業所 介護予防特定施設入居者生活介護 西区櫨谷町⾧谷１３−１ 平成18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 2875202646 コミュニティホームハートケア神戸二ツ屋 特定施設入居者生活介護 西区二ツ屋２丁目１７−１４ 平成19年7月15日 078-926-0070 株式会社ハートケア 兵庫県神戸市西区白水2丁目12-20

西 2875202646 コミュニティホームハートケア神戸二ツ屋 介護予防特定施設入居者生活介護 西区二ツ屋２丁目１７−１４ 平成19年7月15日 078-926-0070 株式会社ハートケア 兵庫県神戸市西区白水2丁目12-20

西 2875202679 コミュニティホームハートピア神戸白水 特定施設入居者生活介護 西区白水２丁目１２−２０ 平成19年9月1日 078-976-5225 株式会社ハートケア 兵庫県神戸市西区白水2丁目12-20

西 2875202679 コミュニティホームハートピア神戸白水 介護予防特定施設入居者生活介護 西区白水２丁目１２−２０ 平成19年9月1日 078-976-5225 株式会社ハートケア 兵庫県神戸市西区白水2丁目12-20

西 2875202778 ケアハウス大慈 特定施設入居者生活介護 西区櫨谷町⾧谷８３−６ 平成20年7月1日 078-993-3965 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 2875202778 ケアハウス大慈 介護予防特定施設入居者生活介護 西区櫨谷町⾧谷８３−６ 平成20年7月1日 078-993-3965 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 2875202802 ケアハウスシェ・モア 特定施設入居者生活介護 西区伊川谷町有瀬５５６−６ 平成20年12月15日 078-975-6517 社会福祉法人菜の花会 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬字弁天５５６−６

西 2875202802 ケアハウスシェ・モア 介護予防特定施設入居者生活介護 西区伊川谷町有瀬５５６−６ 平成20年12月15日 078-975-6517 社会福祉法人菜の花会 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬字弁天５５６−６

西 2875203180 ケアハウス ラグナケア春日台 特定施設入居者生活介護 西区春日台７丁目４５−２ 平成23年4月1日 078-9633400 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−２階

西 2875203180 ケアハウス ラグナケア春日台 介護予防特定施設入居者生活介護 西区春日台７丁目４５−２ 平成23年4月1日 078-9633400 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−２階

西 2875203743 はぴね 神戸学園都市 特定施設入居者生活介護 西区学園西町一丁目１番２号 平成25年5月1日 078-798-2577 グリーンライフ株式会社 大阪府吹田市春日三丁目２０番8号

西 2875203743 はぴね 神戸学園都市 介護予防特定施設入居者生活介護 西区学園西町一丁目１番２号 平成25年5月1日 078-798-2577 グリーンライフ株式会社 大阪府吹田市春日三丁目２０番8号

西 2875204659 ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ神戸伊川谷 特定施設入居者生活介護 西区伊川谷町有瀬1745-1 平成30年7月1日 078-975-6541 SOMPOケア株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番8号



西 2875204659 ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ神戸伊川谷 介護予防特定施設入居者生活介護 西区伊川谷町有瀬1745-1 平成30年7月1日 078-975-6541 SOMPOケア株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番8号

西 2875204782 介護付有料老人ホーム プレザンメゾン神戸白水 特定施設入居者生活介護 西区白水１丁目１７番２０号 令和1年10月1日 078-978-5121 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

西 2875204782 介護付有料老人ホーム プレザンメゾン神戸白水 介護予防特定施設入居者生活介護 西区白水１丁目１７番２０号 令和1年10月1日 078-978-5121 株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２−２

西 2875204840 ハートライフ神戸西 特定施設入居者生活介護 西区玉津町水谷８番１ 令和2年3月1日 078-913-1180 株式会社ハートケア 兵庫県神戸市西区白水2丁目12-20

西 2875204840 ハートライフ神戸西 介護予防特定施設入居者生活介護 西区玉津町水谷８番１ 令和2年3月1日 078-913-1180 株式会社ハートケア 兵庫県神戸市西区白水2丁目12-20

西 2875204881 さわやかこうべにし館 特定施設入居者生活介護 西区玉津町新方５４９ 令和2年5月1日 078-915-0477 株式会社さわやか倶楽部 福岡県北九州市小倉北区熊本２丁目１０番１０号

西 2875204881 さわやかこうべにし館 介護予防特定施設入居者生活介護 西区玉津町新方５４９ 令和2年5月1日 078-915-0477 株式会社さわやか倶楽部 福岡県北九州市小倉北区熊本２丁目１０番１０号


