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B2810000486928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Princess Rose
神戸市東灘区岡本一丁目14番９
号　江南荘303号

岩井　奈央子

B2810003117928100 第51条の2(障害福祉サービス等) あずまや合同会社
神戸市東灘区鴨子ケ原３－２８－
７２－２０１

谷本　聡一郎

B2810001088928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社アルモニィ
神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目２８
－３

眞田　洋子

B2800062024928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ケ
アット

神戸市東灘区魚崎中町２丁目３
番５号

岡本 芳江

C2810050209928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人ケ
アット

神戸市東灘区魚崎中町2丁目3番
5号

岡本　芳江

B2810002036928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 特定非営利活動法人　縁
神戸市東灘区魚崎中町2丁目5-
3-1

竹内加奈子

B2810002432928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社渚
神戸市東灘区魚崎南町4丁目10
番3号

青木　茂憲

B2810002987928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社benevo
神戸市東灘区魚崎南町4丁目12
番6号

松下　弘子

B2800061688928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ＮＰＯ法人ｆ
神戸市東灘区魚崎北町４丁目１４
番１０−２６８号

嶋谷 美都子

B2810002078928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人てみ
ずの会

神戸市東灘区魚崎北町4丁目6番
17号

桑原美千子

B2810001814928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社IRIS
神戸市東灘区魚崎北町5丁目9-
14

山村　和子

C2800061117928100 第51条の31(相談支援) 有限会社アプリシエイト
神戸市東灘区魚崎北町５丁目９−
８

松下 信彦

B2800064070928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社アプリシエイト
神戸市東灘区魚崎北町５丁目９
番８号

松下 信彦

B2800063965928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 ここ
ろ

神戸市東灘区魚崎北町６−９−１
０甲ビル１階

伊藤 竹彦

C2810000288928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人ここ
ろ

神戸市東灘区魚崎北町6丁目９
－１０　甲ビル１階

伊藤　竹彦

B2810003646928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社クラストリー 神戸市東灘区御影３丁目６番８号 木原　和樹

B2800061365928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社フレリー
神戸市東灘区御影石町２−１４−
１２ レジデンス御影３０５

平谷 順一

C2810050168928100 第51条の31(相談支援) 有限会社　クラウド
神戸市東灘区御影中町1−14−10
御影イシカワビル204号

白神　正浩

B2810001004928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ハッピーライフ株式会社
神戸市東灘区御影中町1丁目14-
10-208

矢野　雅也

B2810050192928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社クラウド
神戸市東灘区御影中町1丁目14
番10号　御影イシカワビル204号

白神　正浩

B2800063759928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人神戸
ライフ・ケアー協会

神戸市東灘区御影中町２丁目３
番２３−１０７号

神谷 良子

C2810000056928100 第51条の31(相談支援) 株式会社　hime
神戸市東灘区御影中町3丁目1番
18号

西村　昌広

B2810000329928100 第51条の2(障害福祉サービス等) lien tama 株式会社
神戸市東灘区御影塚町２丁目１３
－４　御影サンシャイン３F　３A号
室

小玉　俊彦

B2810003498928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社結
神戸市東灘区御影塚町２丁目１８
番１０号

加藤　直人

B2810050100928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人　expand
神戸市東灘区御影塚町2丁目25
番2号

梶原　昭子

B2800062446928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人たんぽぽ
神戸市東灘区御影塚町３−６−１
０Ｎ・Ｋビル４階

松岡正信

B2800063717928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社大地
神戸市東灘区御影本町２丁目１４
−１３−２０２

蔀 卓

B2800063478928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人木の芽福祉
会

神戸市東灘区御影本町３−９−８ 中村 好孝

C2800061068928100 第51条の31(相談支援)
社会福祉法人木の芽福祉
会

神戸市東灘区御影本町３丁目９−
８

中村 好孝

C2810000270928100 第51条の31(相談支援)
一般社団法人ハートコネク
ト

神戸市東灘区御影本町５丁目１０
－５

木下　彩子

B2810050449928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人ハートコネク
ト

神戸市東灘区御影本町五丁目10
−5

木下　隆志

業務管理体制届出事業者（令和５年１月１日現在）
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B2800064294928100 第51条の2(障害福祉サービス等) MTIジャパン株式会社
神戸市東灘区向洋町中2丁目10
番地六甲アイランドビル4階

谷川　哲平

B2800063832928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人 プロップ・ス
テーション

神戸市東灘区向洋町中６−９ 神
戸ファッションマート６Ｅ−１３

竹中 夏実

B2810090073928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社イメージリンク
神戸市東灘区向洋町中６−９神戸
ファッションマート６Ｎ−０９

福井　秀幸

B2810001856928100 第51条の2(障害福祉サービス等) SPT株式会社
神戸市東灘区向洋町東3丁目8番
地13

ソノダ・マリア・エレナ・ラピニド

B2800063816928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人にじ
のかけ橋

神戸市東灘区甲南町２−３−１０−
２０５

武田 純子

B2800062066928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人生活
支援研究会

神戸市東灘区住吉宮町７丁目７
番８号 レ・モン１階

野橋 順子

B2810003315928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人　ヤドリギ
アート

神戸市東灘区住吉山手３丁目３
番18号

江藤　惠美

C2810050134928100 第51条の31(相談支援) 合同会社ゆうゆう倶楽部
神戸市東灘区住吉山手6丁目10
−10，102

有友　ひとみ

B2800061373928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社クオリティケア
神戸市東灘区住吉東町３丁目２
番５号

浅野 裕子

B2810000866928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社H・I・O
神戸市東灘区住吉南町３丁目５
番８号　青山マンション202

長谷　正敏

B2800061018928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ランクル福祉
神戸市東灘区住吉本町１丁目11
番16号　Felicie 住吉本町210号

鷹濱 百合枝

B2810002755928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社えみ
神戸市東灘区住吉本町１丁目２２
番１５－２０１号　ドマーニ２１

青木　育代

B2800061646928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人地域
福祉会あぁす

神戸市東灘区住吉本町１丁目２４
番２７号

細谷 禮三

B2800061828928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人神戸老人
ホーム

神戸市東灘区住吉本町３丁目７
番４１号

八木 良三

C2810000139928100 第51条の31(相談支援) 株式会社RL
神戸市東灘区森南町1丁目12番
13号

冨田洋介

B2810001583928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人Laugh＆
Peace

神戸市東灘区森南町3-4-22 胡　正之

B2800061662928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人一圭会 神戸市東灘区深江南町４−７−３ 上野一人

B2800063858928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ぽぷ
ら

神戸市東灘区深江南町４丁目１０
番２５号三恵ビル１階Ａ号室

立花 二三香

B2810050093928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人あすか
神戸市東灘区深江北町2丁目3−
21　フリックコート深江1F

中野　尚美

B2800062256928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社コーズ
神戸市東灘区深江北町３−１０−
１２

顧 存陽

B2810001989928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社悠々クラブ
神戸市東灘区深江本町3-9-1
深江駅前ビル204

亀山　崇生

B2800062131928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社アーバン・トータ
ル・サービス

神戸市東灘区深江本町４−５−１
７

難波 壽子

B2800061216928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社山陽メディカル
神戸市東灘区西岡本２丁目２６番
１−１２２４号

吉田 慶子

B2810002739928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社モンキーポッド
神戸市東灘区青木５丁目１１番２
－５０６号

田中　千尋

B2800063949928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社ひなたケアセン
ター

神戸市東灘区青木５丁目１７−６
大窪マンション１０３

甲斐田 静江

B2810001244928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人　さんでーか
ふぇ

神戸市東灘区北青木4丁目14-2 加納　郁久

B2800061133928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社コンパス
神戸市東灘区北青木４丁目１５−
７

原田 早恵子

C2810050019928100 第51条の31(相談支援) 株式会社Life kit．
神戸市東灘区本山中町1丁目11
−10

鋤田　香名

B2810000163928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人七福
神戸市東灘区本山中町１丁目13
番5-1号

藤井　康雄

B2810090023928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社福祉ショップド
リームス

神戸市東灘区本山南町６丁目１−
21　ローズシャトー東灘202号

坂本　淳

B2800062321928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社WAPコーポレー
ション

神戸市東灘区本山南町６丁目９−
１−３０８

岡本 正

B2810000717928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社Ｋサポート
神戸市東灘区本山南町九丁目８
番３６－１０５号

藤本　勤也
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B2810000220928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社衿馬
神戸市東灘区本山南町九丁目８
番45-1330号

福馬　敬介

B2810001830928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 朱史株式会社
神戸市東灘区本山北町4丁目9番
6号

元井　典子

B2800064335928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社一照
神戸市東灘区本山北町5丁目16-
2

富岡　昌康

B2810001921928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社キラッとドリーム
神戸市東灘区本庄町3丁目3番24
号

橘川　健二

B2800061399928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人福祉
ネット寿

神戸市灘区一王山町８−８ 姫野 眞佐夫

C2810050192928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人　福
祉ネット寿

神戸市灘区一王山町8−8 姫野　眞佐夫

B2800064129928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ＡＳＴ
Ｏ

神戸市灘区永手町１丁目４番１６
号 アルパー六甲３０１

滝沢 彩日

B2810000460928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社SOMAKA
神戸市灘区王子町一丁目１番１４
号

島田　賢吾

C2810000402928100 第51条の31(相談支援) 合同会社ＳＯＭＡＫＡ
神戸市灘区王子町一丁目１番14
号

島田　賢吾

B2800062149928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 飛
行船

神戸市灘区下河原通４丁目２番１
５号

宗保 榮

B2810001228928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Benjamin 神戸市灘区岸地通1丁目5番6号 南出　恒兵

B2810002614928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人未来
へのバトン

神戸市灘区岩屋中町4丁目5番10
号

岡部　和香

B2810003703928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ＮＰＯ法人Ｇａｄｏｌ　Ｈｏｍｅ
神戸市灘区岩屋中町４丁目５番１
０号

雅木　梅薫

B2810000626928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ユーティー
神戸市灘区岩屋北町１丁目４番１
６号ケイテムビル２階

宮本　晃治

B2810001749928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ルメート 神戸市灘区岩屋北町1丁目5-25 穴吹　康治

B2810001195928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社MIkU
神戸市灘区岩屋北町5丁目1番10
号レジデンス灘201号室

津田　美代子

B2810050225928100 第51条の2(障害福祉サービス等) NPO法人ホザナ・ハウス
神戸市灘区記田町5丁目6-20
灘ロイヤルハウス2F

森　康彦

B2810000676928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＳＹＳ
神戸市灘区高徳町一丁目２番１３
－１１３

蔀　裕

B2810050465928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社エルピス社
神戸市灘区高徳町三丁目2番10
号

藤原　一秀

B2810000668928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
合同会社ライフサポート結
び

神戸市灘区山田町３丁目２番２６
号

渡辺　芳紀

B2810003109928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社華一期
神戸市灘区鹿ノ下通１丁目４－８
－３Ｆ

石原　愛華

B2800061084928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ライフリンク
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

田中 千鶴子

B2810090081928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般財団法人カナウ 神戸市灘区篠原北町１−２−４ 橘　裕子
B2810002375928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社エイト 神戸市灘区篠原北町1丁目2-18 菊　一美

B2810050184928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人
KOBE楽農菜園

神戸市灘区篠原本町4丁目6-19-
201号

湯川　昌明

C2810050077928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人
KOBE楽農菜園

神戸市灘区篠原本町4丁目6番10
−201号

湯川　昌明

B2810000684928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ライボン 神戸市灘区城内通4丁目3-25 宮本　真司

B2800061860928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｃ＆Ｃ 神戸市灘区城内通５丁目６番８号 岡田 修一

B2810003381928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社護神會
神戸市灘区城内通四丁目４番２-
407号

佐伯　賢治

C2810000329928100 第51条の31(相談支援) 株式会社　護神會
神戸市灘区城内通四丁目４番２
－407号

佐伯　賢治

B2810002169928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社　梅河
神戸市灘区新在家南町4丁目11
番10号

奥河　典子

B2810002747928100 第51条の2(障害福祉サービス等) あっとケア株式会社
神戸市灘区森後町２丁目１番６ー
７０１号

溝口　一美

B2800061670928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 クロ
スジョブ神戸

神戸市灘区深田町４丁目１番１
ウェルブ２番街５階５５２

古川 直樹

B2810001567928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ピー
クスネットワーク

神戸市灘区深田町4丁目1番1
ウェルブ六甲道2番街552

古川　直樹



事業者（法人）番号 障害者総合支援法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

B2800062222928100 第51条の2(障害福祉サービス等) くおら有限会社
神戸市灘区神ノ木通３−３−１６ Ｙ
コート神ノ木１Ｆ

鈴木 格

B2810002507928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人MTF 神戸市灘区水道筋4丁目3-3 高橋　正樹

C2810000014928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人ガ
ジュマルの船

神戸市灘区水道筋5丁目3-15 猿渡　京子

B2810001632928100 第51条の2(障害福祉サービス等)

一般社団法人高齢者障が
い者終身生活仕事支援機
構芦屋ビビッド

神戸市灘区水道筋6-1-13 大江龍成

B2800062884928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ろっこう医療生活協同組合 神戸市灘区水道筋６丁目７−１１ 村上 正治

B2810002797928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ここいろ
神戸市灘区千旦通３丁目７－１０
－１０２号

髙風　由美子

B2810000816928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｍ．Ａ．Ｐ．Ｓ
神戸市灘区大石東町５丁目８番１
東和ビルⅡ１１１

田中　アヤ子

B2800064088928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社シェリール 神戸市灘区大内通１丁目３−４ 萩原 友歌里

B2800062694928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 神戸あすなろの会
神戸市灘区大和町３丁目３番１０
号

上脇 洋子

C2810000296928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人　神
戸あすなろの会

神戸市灘区大和町3丁目3番10号 上脇　洋子

B2810002200928100 第51条の2(障害福祉サービス等) CUH企画合同会社
神戸市灘区鶴甲2丁目9番18号
302

上野好江

B2810001137928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　和 神戸市灘区灘南通4-3-22 犬飼　和久

B2800063428928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社スマイルクラブ
神戸市灘区灘北通10丁目2番24-
703号

福本 恵理

B2810002119928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人　きずな会 神戸市灘区灘北通2-3-19 小薗　晶

B2800063139928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ボレ
ロ

神戸市灘区灘北通３−２−８ 矢野 幸一

B2800063337928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 マブ
イ六甲

神戸市灘区灘北通４丁目６番地１
０号２

塚本 雅昭

B2810001327928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社オートナビ
神戸市灘区八幡町2丁目13番3号
-101号

中津　海

B2810001591928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社ケアサービス宮
本

神戸市灘区八幡町4丁目7番21号
１F

宮本　嘉子

C2810050184928100 第51条の31(相談支援) 株式会社あさばスクウェア 神戸市灘区八幡町4丁目9番27号 浅羽　珠子

B2810003232928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人正光会
神戸市灘区八幡町一丁目９番７
号１階北

中津　海

B2800063014928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 蓼
の会 ぐりん・どあ

神戸市灘区琵琶町１番２０号 中谷 歌江

B2810003597928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社はち
神戸市灘区稗原町２丁目２－２１
ミレフィールド六甲道３階西

冨山　鉄生

B2800063668928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社アネスト 神戸市灘区福住通２丁目１番９号 川北 恭裕

B2810003307928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社いくた 神戸市中央区旭通１丁目１番１号 内藤　佳弘

B2800064244928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社しんこう
神戸市中央区旭通３丁目５−６−
１０１号

徳留 博志

B2800064161928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人神戸
ライトハウス

神戸市中央区旭通５−３−４ アク
ティブ８８ ４Ｆ

太田 勝美

B2800061894928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
医療法人社団寿徳会藤本
内科クリニック

神戸市中央区磯上通２−２−２５−
１０１

藤本 俊

B2810001145928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人　神戸市社
会福祉協議会

神戸市中央区磯上通3丁目1-32
神戸市民福祉交流センター

玉田　敏郎

C2810000022928100 第51条の31(相談支援)
社会福祉法人　神戸市社
会福祉協議会

神戸市中央区磯上通3丁目1-32
神戸市民福祉交流センター

玉田　敏郎

B2810003076928100 第51条の2(障害福祉サービス等) Ａｒｒｏｗ　Ｃａｒｅ株式会社
神戸市中央区磯上通３丁目２番２
５－１２０６

矢田　雅彦

B2810050043928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社フロンティアワー
クス

神戸市中央区磯上通6-1-17
ウェンブレービル3Ｆ

丹羽　浩之

B2810003258928100 第51条の2(障害福祉サービス等) サンディアマンテ株式会社
神戸市中央区磯辺通１－１－20
ＫＯＷＡビル313号

田寺 浩史

B2810000494928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社あおやまライフク
リエイト

神戸市中央区磯辺通2-2-10 ワ
ンノットトレーズビル10F

青山　景次
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B2810090015928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社エバーグリーン
神戸市中央区雲井通1丁目１−１
ツイン雲井フレックス２１　204号
室

立野　靖人

B2810050324928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社いっぽ
神戸市中央区雲井通二丁目4番
13号

嶋田　智美

B2810003290928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ファーストケア
神戸市中央区栄町通１－18ライ
オンズスクエア神戸元町1103

石河　宏明

B2800061927928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＰＶＣ 神戸市中央区栄町通５丁目２−２ 浅田 弘一

C2810000361928100 第51条の31(相談支援)
ＣＯＣＯソーシャルデザイン
株式会社

神戸市中央区栄町通５丁目２-２
-406

浜田　丈信

B2810003323928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社メタコミット
神戸市中央区栄町通５丁目２-２
-406号

浜田　丈信

B2810003612928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人豊益会
神戸市中央区栄町通６丁目１番１
０号

藤尾　益也

B2810050514928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社HKキャリアパート
ナーズ

神戸市中央区栄町通二丁目４番
１４号日栄ビル２階

小林　幸市

B2800063288928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社コンフォート
神戸市中央区下山手通３丁目１５
−１９−３０１

杉田 明美

B2810000551928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ライフケア
神戸市中央区下山手通４丁目12
番10号 RISING SUN元町301号

年岡　純一

B2810001070928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社メルセデス
神戸市中央区下山手通４丁目６
番１１号近石ビル２F

水野　武夫

B2800061638928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ねむの木
神戸市中央区下山手通５丁目７−
７

平田 鏡子

B2810003688928100 第51条の2(障害福祉サービス等) スリーナイン株式会社
神戸市中央区加納町２-13-16北
野ダイヤハイツ101

久内　淳史

B2810050308928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社rise
神戸市中央区加納町4丁目10-17
六甲三宮プラザ5f

尾﨑　郁江

C2810050118928100 第51条の31(相談支援) 神戸市 神戸市中央区加納町6−5−1 久元　喜造
B2800063353928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 神戸市 神戸市中央区加納町６丁目５−１ 矢田 立郎
B2810001096928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ロイヤルライフ 神戸市中央区花隈町３１番６号 塚本　直樹

B2810003167928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ワンダブルオー株式会社
神戸市中央区海岸通海岸通三丁
目１番５号　海岸ビルヂング

宣吉　隆男

B2810002820928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＳＡＩ健康管理
神戸市中央区海岸通三丁目１番
１号

勝見　佐代子

B2810002903928100 第51条の2(障害福祉サービス等) つむぐ学舎株式会社
神戸市中央区海岸通三丁目２番
15－701号

山崎　慎也

B2800061290928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人みち
しるべ神戸

神戸市中央区割塚通５−２−１８−
１０１

佐藤 明

B2810001020928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
障害福祉サービス事業所
コーディアルさぽーと

神戸市中央区割塚通7丁目２－３
－７０２

名越　努

B2810050457928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人神戸ダルク
ヴィレッジ

神戸市中央区旗塚通1−1−20　長
坂ハイツ2F

梅田　靖規

C2810000072928100 第51条の31(相談支援)
一般社団法人　ライフ
フィールド会

神戸市中央区旗塚通５－２－12
杉野ビル１Ｆ

生田　敬子

B2810000296928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社girasol
神戸市中央区旗塚通６丁目１番１
６号

越智　龍美

B2810090099928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人神戸
ろうあ協会

神戸市中央区橘通３−４−１ 廣瀬　信也

B2800061852928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人神戸市身体
障害者団体連合会

神戸市中央区橘通３−４−１ 市立
総合福祉センター

髙野　清

B2800061357928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人 神戸市視
覚障害者福祉協会

神戸市中央区橘通３丁目４−１神
戸市立総合福祉センター内

奥本 一夫

B2800062404928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社アスカケアライフ 神戸市中央区宮本通３−１−５ 西村 哲

B2810000999928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社あさひ
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号室

山下　かおり

B2810050572928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ステラマインド 神戸市中央区琴ノ緒町5－2－2 坂本友香

B2810001608928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人日本発達障
がい支援基金

神戸市中央区琴ノ緒町5丁目5番
9号

太田博史

B2810002630928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社FIRST  SAY
神戸市中央区熊内町1丁目8-12-
609

桐野泰

B2810003448928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ＫＳＲ
神戸市中央区熊内町４丁目３番７
号

砂金　伸和
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B2810003183928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＴＡＫＡＳＨＩＭＡ
神戸市中央区熊内町二丁目３番
６号ＷＡＤＡＨＯＵＳＥ１号

髙嶋　孝仁

B2810090049928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社コスモケア 神戸市中央区元町通４−６−１７ 久道　丈生

B2810003563928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社ナノヒューマンプ
ロモーション

神戸市中央区元町通４丁目６番
21号ジュネスビル３階-１

堂本　真吾

B2810001715928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人　兵
庫盲ろう者友の会

神戸市中央区元町通5丁目2番20
号2階　アトリエYAYOI

井上智文

B2800063155928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ケイホワイト 神戸市中央区元町通６−８−１０ 木村 由巳子

B2810002408928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社JOEいさら
神戸市中央区元町通7丁目1番2
号

矢倉玲子

B2810002854928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｌｉｔ
神戸市中央区元町通三丁目12番
17号

黒崎　恵子

B2810002961928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人神戸自立支
援センター

神戸市中央区元町通三丁目17番
５号

吉都紀　俊介

B2810002812928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人神戸
福祉事業支援友の会

神戸市中央区元町通四丁目２番
14号506号室

堀川　由香

B2800064319928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ベスト倶楽部
神戸市中央区古湊通1丁目1-5-
202

廣瀬　夕花

B2810000410928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人１２３ケア
神戸市中央区吾妻通１丁目２番
30号

平田　博隆

B2800064153928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人中央
むつみ会

神戸市中央区吾妻通４−１−６コミ
スタこうべ北棟２Ｆ

坂井 宗月

C2800061125928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人中央
むつみ会

神戸市中央区吾妻通４丁目１−６
神戸市生涯学習支援センター北
棟２階

坂井 宗月

B2810050233928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
NPO法人障がい者就労支
援事業アンカー

神戸市中央区江戸町85-1ベイ・
ウィング神戸202号室

磯部　昌憲

B2800062248928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 ア
イ・コラボレーション神戸

神戸市中央区港島９丁目１番地
神戸インキュベーションオフィス１
０３号室

岡本 幸助

B2810003159928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人スマ
イル工場

神戸市中央区港島九丁目11番地
１

尾野藤　眞奈美

B2800063874928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社ハートフレンドま
や

神戸市中央区港島中町３丁目１
番地２ 東急ポートアベニュー北
棟２３号

金児 清

B2810000478928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人　明倫福祉
会

神戸市中央区港島中町５丁目２
番地

宮地　千尋

B2810000519928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社アイル
神戸市中央区港島中町二丁目一
番地の１２　北埠頭ビル

村上　裕

B2810002482928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Office KTK 神戸市中央区国香通5-1-24-2 小西　裕美

B2810090148928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人兵庫
セルプセンター

神戸市中央区坂口通２−１−１ 小川　美知子

B2810003050928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社玲瓏
神戸市中央区小野柄通５丁目１
－１３

楊　建亮

B2810050027928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人ハンズ
神戸市中央区小野柄通五丁目1
番27号　第百生命神戸三宮ビル
3F

曽我　敏広

B2800061167928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社あじさい
神戸市中央区上筒井通１丁目４
番９号

平田 正義

B2810002101928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社オフィスパーソナ
ルケア

神戸市中央区神若通1-4-19-601 岡本裕紀子

B2800063973928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人神戸
アイライト協会

神戸市中央区神若通５−３−２６
中山記念会館内 神戸ライトセン
ター

森 一成

B2800061208928100 第51条の2(障害福祉サービス等) セブンウェイブ合同会社 神戸市中央区諏訪山町１−１６ 福原 富美子
B2800063022928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人光朔会 神戸市中央区生田町１−２−３２ 山口 元

B2800062628928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社多田ケアプロジェ
クト

神戸市中央区生田町３丁目３−１
７

多田 佳史

B2800063246928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ベストウェル
神戸市中央区相生町４−６−１木
村ビル１Ｆ

西川 弘

B2800061844928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人誕生
日ありがとう運動本部

神戸市中央区相生町４丁目３番１
号 神戸ストークビル８０５号

光岡 丈一

C2810000163928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人誕生
日ありがとう運動本部

神戸市中央区相生町４丁目３番１
号 神戸ストークビル８０５号

光岡 丈一
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B2800061563928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ほっ
と・はうす

神戸市中央区相生町５丁目１０番
２１−１０１号相生ビル

永田 恵美子

B2810002771928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社マリンブルー
神戸市中央区相生町５丁目１７－
６カサベラ神戸９０７

南　聖也

B2810050077928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＬＩＮＤＡ
神戸市中央区相生町五丁目10番
21号　相生ビル207号

西阪　修一郎

B2800062834928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ブリージング
神戸市中央区多聞通3−3−16甲
南第一ビル303号室

古谷 清美

B2800063345928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社花便り
神戸市中央区多聞通三丁目２−９
甲南スカイビル４０１，４０２号室

高橋 清史

B2800063767928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ネオ 神戸市中央区大日通５−１−９ 山本 英史

B2810001624928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社芦屋ビビッド
神戸市中央区大日通7-1-1　森
下ビル

大江龍成

B2810050176928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社　アイ・プラネット
神戸市中央区大日通7丁目1−1
森下ハイツ101

三村　由紀子

B2810002185928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人　すまいる
厚生会

神戸市中央区中山手通4丁目10
番10号

川原　芳和

B2810002789928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｏｒｄｅｒ
神戸市中央区中山手通４丁目１
１ー２２

山中　康雅

B2810001426928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社DOORS
神戸市中央区中山手通4丁目3番
6号　ゴールデンサンビル6階

濱田　晃世

B2810001731928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社アソビゴエ
神戸市中央区中町通1-2-16　村
上ビル3F

鎌田　翔悟

C2810000064928100 第51条の31(相談支援) 株式会社アソビゴエ
神戸市中央区中町通1-2-16　村
上ビル3F

鎌田　翔悟

B2800064137928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社育波
神戸市中央区中町通４−１−１５
丸武ビル１階

平松 泰典

B2810003670928100 第51条の2(障害福祉サービス等) スロープ株式会社
神戸市中央区中町通４丁目２番１
１号村上ビル４階

鎌田　翔悟

B2810000288928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社ファイブシーズヘ
ルスケア

神戸市中央区東川崎一丁目７番
４号

湯本　信也

B2810002309928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人神戸共生会
神戸市中央区筒井町1丁目3番14
号

安達　昌仁

B2800062371928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人えんぴつの
家

神戸市中央区南本町通５−２−２
１

松村 敏明

B2810001682928100 第51条の2(障害福祉サービス等) NPO法人Birth神戸
神戸市中央区南本町通6丁目3-
23

萩原　護

B2800061175928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社おおとり
神戸市中央区楠町１丁目１２番４
−４０３号

林 美瑩

B2810002581928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社acquire 神戸市中央区二宮町1-3-2-408 池田政門

B2800061422928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 公益財団法人 神戸YWCA
神戸市中央区二宮町１丁目１２−
１０

平山 芳子

B2810003414928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｒｅ’ｕｓｓｉｔｅ
神戸市中央区二宮町４丁目21番
３-505号

河田　達也

B2810002804928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＥＯＭＧジャパン
神戸市中央区二宮町三丁目15番
８－505号

江川　弘剛

B2810000791928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人アフレル
神戸市中央区日暮通１－１－２１
ヌーベル春日２０１号室

上野　啓太郎

B2800061886928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社ＳＵＧＡコーポ
レーション

神戸市中央区日暮通１丁目２−１
ＭＦハイツ春日野１０２

菅 雅之

B2800062892928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社　Ａｎｇｅｌ’ｓ ａｒｋ
ｗｉｔｈ Ｍａｒｙ ｓｗｅｅｔ ｈｅａｒｔ

神戸市中央区日暮通３丁目２−５
日暮パークハイツ１０１

杉本　麻紀子

B2810001575928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社あんて
神戸市中央区日暮通4丁目1番17
号

宮坂　美紀

B2810001335928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　VERDE 神戸市中央区波止場町6-8 金井　久実子

B2800061191928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社あんだんて
神戸市中央区八雲通１丁目１−２
２ サンハイツ雅１０１

佐藤 智尋

B2810000593928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社喜楽
神戸市中央区八雲通６丁目１番
22号

蓑田　達男

B2800061042928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
コウダイケアサービス株式
会社

神戸市中央区八幡通３丁目１番１
４号サンシポートビル３Ｆ

毎田 糸美

B2810050431928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＨＧＣ
神戸市中央区八幡通三丁目１番
19号日精ビル

萩原　博人
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B2810003084928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｔｏｒｃｈ
神戸市中央区八幡通四丁目２-
12　カサベラＦＲⅡビル10F

碓井　明子

B2800062983928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社らぽぉる
神戸市中央区葺合町字口城山１
番地の１

倉知 玖希

B2810002929928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＫＮＧ
神戸市中央区葺合町字布引山２
番地の11フォレスト布引202

脇濵　洋輔

B2810050126928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社バオバブ
神戸市中央区北長狭通5丁目5−
22　薔薇屋ビル201

ヴァイデンフェルド　映子

B2800061448928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人COM
総合福祉研究所

神戸市中央区北長狭通8丁目１
－８ライオンズマンション神戸西
元町１０５号

鹿嶋　三智子

B2800064351928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社 Ｋ’Ｓ ＷＯＲＫＳ 神戸市中央区北野町3-7-1 村尾　貴美子

B2810090057928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人神戸
パートナーズ

神戸市中央区北野町３−７−１ 福井　貴美子

B2810050332928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社さんゆう
神戸市中央区脇浜町3丁目5-22-
2

増井　美栄

B2810002044928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人Port 神戸市中央区脇浜町3丁目7-5 磯和　壮治郎

B2800061050928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社昭栄冷暖房
神戸市兵庫区永沢町２丁目１番２
３号

川上 和夫

C2810000121928100 第51条の31(相談支援) 有限会社昭栄冷暖房
神戸市兵庫区永沢町２丁目１番２
３号

川上 和夫

B2810000270928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ひつ
じ会

神戸市兵庫区永沢町２丁目4-13 寒松　宏次

B2810002094928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社SNOW　PLUM 神戸市兵庫区駅前通4丁目1-32 毛利　友紀

B2800063254928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 おー
けすとら・ぴっと

神戸市兵庫区駅前通４丁目２番１
３号

矢萩 聡和

B2810003696928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ＳＥＣ
神戸市兵庫区駅南通３丁目１番２
０号白澤ビル２階

安田　佳代

B2800063890928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社まいらいふ 神戸市兵庫区下祇園町1-13 平山 香緒利
B2810002226928100 第51条の2(障害福祉サービス等) BIG UNDER株式会社 神戸市兵庫区下沢通2丁目2−29 東浦　道子
C2810000105928100 第51条の31(相談支援) BIG UNDER株式会社 神戸市兵庫区下沢通2丁目2−29 東浦　道子

B2800062214928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社 アシスト神戸
神戸市兵庫区下沢通３−４−２７オ
オスミビル２Ｆ

野村 啓子

B2810003430928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＬＩＥＮ
神戸市兵庫区下沢通４丁目７番
28-603号

江田　郁子

B2800064210928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社かのん
神戸市兵庫区下沢通５丁目４−１
４−２０５

砂川 正代

B2810050209928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　ラルーチェ
神戸市兵庫区下沢通6丁目1番15
−501号

菅原　優子

B2810000783928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社愛ホームサービ
ス

神戸市兵庫区下沢通８丁目２－２
０

吉田　盛範

B2800062454928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社Ｓｅｅｄ
神戸市兵庫区下沢通五丁目３番
１９号 ファミール兵庫１０２号

阿座上 真

B2810002870928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＣＨＩＫＡ
神戸市兵庫区笠松通六丁目２番
２号

園田　親臣

B2800063147928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社あゆみケアセン
ター

神戸市兵庫区菊水町５−１−３ 長尾 美代子

B2800063618928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社みなとがわサー
ビス

神戸市兵庫区菊水町５−４−６ 細見 睦子

B2810002127928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
合同会社総合介護支援セ
ンターはばたき

神戸市兵庫区菊水町7丁目2-5 瀬部　晃士

B2810000064928100 第51条の2(障害福祉サービス等) シグマ企画株式会社
神戸市兵庫区菊水町五丁目6番
12号

繁田のぶ子

B2800061159928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社実のり
神戸市兵庫区金平町１丁目１８−
１

義久 栄子

B2810001822928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　剣
神戸市兵庫区御崎本町2丁目10-
2

藤本　実

B2810000543928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ミウワ株式会社
神戸市兵庫区荒田町１丁目２２－
１０１　ミナイチビル４４号

島田　裕樹

B2800063585928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社いきいき
神戸市兵庫区荒田町２丁目２０−
５０８

鶴見 静子

B2810050473928100 第51条の2(障害福祉サービス等) NPO法人がじゅまるの木 神戸市兵庫区荒田町3－2－20 竹内　良直

B2800062488928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ＢＯＮＤＳ ＣＡＲＥ株式会社
神戸市兵庫区荒田町３丁目４３−
３

迫田 峰史
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B2800061703928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ゆうケアサービス
神戸市兵庫区荒田町３丁目５７番
４号

堤 優子

B2800062777928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社菜の花
神戸市兵庫区荒田町３丁目６８−
９

山﨑 富子

B2800063593928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人はっく兵庫 神戸市兵庫区荒田町４−１３−８ 岩本 昌和
B2810050499928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社カガヤキ 神戸市兵庫区荒田町４－１９－６ 高山睴
B2800062305928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人シティライト 神戸市兵庫区荒田町４−３−１４ 吉田 裕昭

B2800064369928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社ケアサービス・マ
モル

神戸市兵庫区荒田町一丁目7番
16号

藤田　守

C2800061159928100 第51条の31(相談支援)
株式会社ケアサービス・マ
モル

神戸市兵庫区荒田町一丁目7番
16号

藤田　守

B2800064062928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社高斉組
神戸市兵庫区佐比江町１８番地
の１１

足立絹恵

B2800062941928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ライ
フサポートアロエ

神戸市兵庫区佐比江町５２−２ 畑
マンション４階４０２号

溝渕 清

B2810001369928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社誠
神戸市兵庫区佐比江町9富貴ビ
ル301号

高田　誠子

B2810003034928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人Ｆｕｔｕｒｅ　Ｌｉ
ｎｋ

神戸市兵庫区三川口町１丁目４
番16号アクリビル２・３階

政次　未来

B2810000080928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社憧
神戸市兵庫区三川口町２丁目2-
17

矢野雄士

B2810050415928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社パネルエンジニ
アリング

神戸市兵庫区三川口町一丁目8-
603号

月原　拓朗

B2800063444928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
千代ケアサービス株式会
社

神戸市兵庫区出在家町２丁目４−
２８

樋口 友忠

B2800063204928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社朋 神戸市兵庫区小松通５丁目２−９ 大熊 博子

B2810000139928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人社会
福祉交流協会

神戸市兵庫区松原通４丁目１番1
号

木村　妙子

B2810003282928100 第51条の2(障害福祉サービス等) オレンジラボ株式会社
神戸市兵庫区松原通五丁目１番
21-1504号

丸山　順子

B2810000254928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社にじ
神戸市兵庫区松本通三丁目１番
１１号

宇田　明子

B2810000402928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人フェリシモ 神戸市兵庫区上三条町８番１２号 高原　和子

B2800061935928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社小林
神戸市兵庫区上沢通４丁目１番１
７−４０４

小林 淑恵

B2810001450928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社GreenApple
神戸市兵庫区上沢通7丁目1-2
ドミール神戸１F

鶴田　康天

B2800061331928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社こころ
神戸市兵庫区上沢通７丁目１番２
５号 ベルズコート上沢

田中 和子

B2800062107928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 特定非営利活動法人 海 神戸市兵庫区上沢通８−６−７ 田中 立信

B2810003331928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ファミリー新開地
神戸市兵庫区新開地３丁目３番
17-101号

中村　宜聖

B2810000345928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社わっくいーず
神戸市兵庫区新開地３丁目３番１
８号　わっくビル４０１

打越　将雄

B2800064145928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社アトムズ
神戸市兵庫区新開地４丁目３番７
号 ワコーレデュプレックス神戸４
０２号

三間 千惠

B2810050423928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ａｒｉｇａｔｏ
神戸市兵庫区新開地四丁目1番
15号

金沢　将久

B2810002911928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ル・リアン
神戸市兵庫区新開地六丁目２番
３号

岩田　和弘

B2800061761928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社サポートクラブゆ
う

神戸市兵庫区水木通１０丁目２番
１５号

藤原 達也

B2800063684928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ひょ
うごＷＡＣ

神戸市兵庫区水木通４丁目１−１
７ シャンテ美和１０１号

岩崎 淳

B2810001492928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人神港会
神戸市兵庫区水木通4丁目2番22
号

小松　眞砂代

B2810000121928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人訪問
在宅介護サービスみづき

神戸市兵庫区水木通三丁目1番3
号

大辻　日出子

B2800062230928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人いかり 神戸市兵庫区西出町１−２−１３ 高橋 敬

B2810001484928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ブラザーフッド
神戸市兵庫区西出町1丁目１１－
６

西村　拓也
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B2810003513928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社Ｃｉｅｌ
神戸市兵庫区西柳原町３－２１－
４０１

小林　丈士

B2800061795928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社阪神メディプラン
神戸市兵庫区西柳原町４−２２−
２０１

石井 さなえ

B2810002391928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人　プリウス 神戸市兵庫区船大工町2番15号 竹内良直
B2810002531928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 医療法人社団せんだん会 神戸市兵庫区大開通2-2-1 白井　百合子

B2810000204928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
合同会社ＲＥＡＴＨＩＣＳ　Ｊ
ＡＰＡＮ

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

折戸　亜由美

B2810001674928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人Lien
絆

神戸市兵庫区中道通1丁目2番11
号金城ビル2F

新西サトミ

B2810000361928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ララ・ピース
神戸市兵庫区中道通１丁目４番１
０号

菅原　真紀

B2800062553928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社サンライズ
神戸市兵庫区中道通３丁目２−２
０

高山 久美子

B2800061977928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人つな
ぐ

神戸市兵庫区中道通６丁目３番１
２号 小西ビル１０１

浜野 健二

B2810001872928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社なごみ
神戸市兵庫区中道通7丁目1-3オ
アシスコート大開

松本　和也

B2800062959928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社芯
神戸市兵庫区中道通７丁目４番９
号１Ｆ

岩岡 耕平

B2800061307928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 特定非営利活動法人 ＷＡ 神戸市兵庫区中道通９丁目１−５ 伊田 昌義

B2810000212928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Daikoku
神戸市兵庫区中道通一丁目１番
８号

笹井　健裕

B2810003141928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社輝
神戸市兵庫区塚本通５丁目４番１
２号酒井ハイツ２０１号

酒井　恵美

B2810002151928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合資会社白川産業
神戸市兵庫区塚本通6丁目2番24
号

白川　昇

B2800064343928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｍ＆Ｍ
神戸市兵庫区東山町四丁目一番
地の10-301号

元木　宗光

B2800062313928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ボン
神戸市兵庫区東出町３丁目２３番
１２号

坂井 政長

C2810000345928100 第51条の31(相談支援) みのり株式会社 神戸市兵庫区楠谷町21番３号 近藤　正義

B2800062743928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社ひょうごホーム
ナーシング研究センター

神戸市兵庫区馬場町１７−９ 竹内　利夫

B2810003505928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｄｅａｒ
神戸市兵庫区浜中町２丁目１１番
１０号

長谷川　篤由

B2810002698928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社潤
神戸市兵庫区兵庫町1丁目2番21
号

横田　眞由美

B2800062660928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人神戸福祉会
神戸市兵庫区湊川町１０−２４−１
５

日下 実

B2810001129928100 第51条の2(障害福祉サービス等) Mix Heart合同会社 神戸市兵庫区湊川町10-9-16 竹波　真佐子

B2810000907928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人朝月福祉会
神戸市兵庫区湊川町１０丁目２６
番８号

辻　勝美

C2800060028928100 第51条の31(相談支援) 医療法人 尚生会
神戸市兵庫区湊川町３丁目１３番
２０号

細見 毅

C2810000220928100 第51条の31(相談支援)
NPO法人ドリーム＆YUME
作業所

神戸市兵庫区湊川町3丁目4-9 小出　美子

B2800062610928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ド
リーム＆ＹＵＭＥ作業所

神戸市兵庫区湊川町３丁目４−９ 小出 美子

B2800063725928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社あいどる
神戸市兵庫区湊川町四丁目１０
番１１号

三宅 洋子

B2800064004928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社松の花
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

松端 由泰

B2800061604928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社kirakira 神戸市兵庫区湊町３丁目１−７ 森 克己

B2810003555928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
合同会社Ｂｏｎｄホールディ
ングス

神戸市兵庫区湊町３丁目１番26
号平和ビル302

高野　誠

B2810002979928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＹＴ
神戸市兵庫区湊町３丁目２番２４
号

髙沢　優

B2800061878928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社澤田
神戸市兵庫区夢野町２丁目１４１
番地

澤田潤子

B2810000725928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人ウォール
ナット

神戸市兵庫区夢野町２丁目３番
地

大下 育子

B2800061745928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人神戸光有会 神戸市兵庫区夢野町４−３−１３ 小曽根 有



事業者（法人）番号 障害者総合支援法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

C2800061034928100 第51条の31(相談支援) 社会福祉法人神戸光有会 神戸市兵庫区夢野町４−３−１３ 小曽根 有
B2800063642928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人神戸福生会 神戸市兵庫区里山町１番４８ 中辻 直行

B2810003125928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社兵庫ケアサービ
ス

神戸市兵庫区里山町１番地の２２
４

中村　浩之

B2800061571928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
ＭＨＩジェネラルサービシー
ズ株式会社

神戸市兵庫区和田崎町１丁目１−
１

松﨑 章

B2800063882928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ひばり 神戸市兵庫区鵯越町５−４ 藤本 実

B2800061274928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社 オリーブ
神戸市北区ひよどり台五丁目１
番地の５３

黛八郎

B2800063361928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社フジイ
神戸市北区花山中尾台１丁目１５
−１１

藤花 哲

B2810003547928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人Ｆｒｅｅｌｙ
神戸市北区桂木２丁目35番地Ｂ-
209号

和田　幸枝

B2810003729928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ＫＡＮＡＵ合同会社
神戸市北区広陵町１丁目135番
地

宮野　弘之

B2810000262928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人わらい 神戸市北区桜森町16番地の18 三津田　卓夫

B2810001541928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社キャリアアップ
神戸市北区山田町下谷上字奥谷
2-6

小野　智佳子

B2810001559928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社アップグレード
神戸市北区山田町下谷上字奥谷
2-6

小野　智佳子

B2800062199928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人神戸明輪会
神戸市北区山田町下谷上字中一
里山１４−１

庄村 東洋

C2800061042928100 第51条の31(相談支援) 社会福祉法人神戸明輪会
神戸市北区山田町下谷上字中一
里山１４−１

庄村東洋

B2800063048928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人芳友
神戸市北区山田町下谷上字中一
里山１４−１（しあわあせの村内）

中村　肇

B2810050241928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ＰＬＡＹＴＩＶＥ株式会社
神戸市北区山田町下谷上上字梅
木谷2-6

田中　和也

B2810003357928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社いちらん
神戸市北区山田町小部字西ノ岡
谷１８－９

石川　幸信

B2800064111928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人白百合学園
神戸市北区山田町小部字東山５
３番地１４

荻野　泰三

C2810000303928100 第51条の31(相談支援) 株式会社タイムラック
神戸市北区山田町上谷上古々山
31-1

杉本　逸平

C2810000189928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人ひや
しんす

神戸市北区山田町上谷上字古々
山29-221

藤本伸一

B2800063296928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ひや
しんす

神戸市北区山田町上谷上字古々
山２９−２２１

浦上 加津子

B2810001161928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社タイムラック
神戸市北区山田町上谷上字古々
山31-1

杉本　逸平

B2810000189928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社グッドケア
神戸市北区山田町上谷上字古々
谷６番地５

松山　和史

C2810000337928100 第51条の31(相談支援) 社会福祉法人くすのき会
神戸市北区山田町藍那字瀬戸２
番地の４

中西　光政

B2800064236928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人恵泉寮 神戸市北区若葉台１丁目１−６ 城純一
C2810050085928100 第51条の31(相談支援) 社会福祉法人　惠泉寮 神戸市北区若葉台1丁目1−6 城　純一
B2800061787928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社リハネット 神戸市北区若葉台３丁目２−２ 大下 育子

B2800062157928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人わい
ず

神戸市北区小倉台４丁目１５−１
５

姫田 慶三

B2810001385928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人やまあらし 神戸市北区小倉台7-9-12 一木直美

B2810003191928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ｔｅａｍ．Ｆ
神戸市北区松が枝町２丁目１番２
４号

船﨑　大輝

B2810001690928100 第51条の2(障害福祉サービス等) Infini株式会社
神戸市北区松宮台一丁目5番地
の１８

羽田野茂道

B2810003266928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社香蓮精舎
神戸市北区菖蒲が丘１丁目５３４
－５９

香西　果穂

B2810000105928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社スピナッチ
神戸市北区菖蒲が丘一丁目22番
地の61

竹垣内　博一

B2810002466928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社カムシーン 神戸市北区上津台2丁目３－８ 升谷　竜也

B2800062389928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人はっ
ち

神戸市北区西大池２−１５−８ 本多 由明

B2800062925928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人やすらぎ福
祉会

神戸市北区大脇台２−３４ 春日 秀樹



事業者（法人）番号 障害者総合支援法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

B2800063519928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人上野丘さつ
き会

神戸市北区淡河町東畑７５ 井上 勝彦

B2810001939928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人神戸光の村 神戸市北区淡河町木津383番地 東馬場　良文

B2800061539928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ヤン
ヤンのおうち

神戸市北区筑紫が丘３丁目７−６ 李 義昭

B2800063709928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ベストファム
神戸市北区中里町２丁目１−１Ｄ
−５０３号

栁原 穂月

B2810001179928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 医療法人　寿栄会 神戸市北区長尾町上津4663-3 鈴木　実

B2800063436928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社エイゼット
神戸市北区東大池１丁目１８番１
号

相田 ユキヱ

B2800061315928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社フジ・ケア
神戸市北区東大池２丁目１９番１
７号

合田　尚

B2810001517928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社フレンズ 神戸市北区藤原台南町4-15-13 八木　直樹

B2810003365928100 第51条の2(障害福祉サービス等) Ｂｅｅ　Ｋｉｎｄ合同会社
神戸市北区藤原台南町５丁目１３
番１０号

松田　梨沙

B2810002846928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人神戸総合支
援センターｈｅａｒｔ

神戸市北区藤原台南町三丁目９
番12号

村上　貴康

C2810000098928100 第51条の31(相談支援)
一般社団法人神戸総合支
援センターheart

神戸市北区藤原台南町三丁目９
番12号

村上　貴康

B2800061282928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社マザーズ・ケア
神戸市北区藤原台北町７丁目８
番１２号 グランディールハイツ２０
１

本郷 純子

B2800062644928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
合資会社クローバーコー
ポレーション

神戸市北区道場町生野１１７２−
７９

阿世保 克利

B2810003662928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人かた
つむり

神戸市北区道場町日下部1692番
地

大西　茂樹

B2800062511928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人共働作業所
すずらん

神戸市北区南五葉１丁目１番３号
ＵＲ都市機構鈴蘭台第４団地２号
棟１Ｆ

藤原 裕美

B2810002680928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社みらいず
神戸市北区南五葉1丁目1番鈴蘭
台第4団地1棟101

遊屋　健治

B2800063311928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社かいてき介護
サービス

神戸市北区南五葉１丁目３−１７ 大森 順子

C2810050093928100 第51条の31(相談支援)
株式会社かいてき介護
サービス

神戸市北区南五葉1丁目3番17号 大森　順子

B2800061406928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ポプ
リ

神戸市北区日の峰３−１４−４ 神野 順子

B2800061258928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社かめじろう 神戸市北区八多町中１２４９番地 山下 明

B2810002573928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社ネオライフサポー
ト

神戸市北区八多町中894番地 村上　賢次

C2810050233928100 第51条の31(相談支援)
株式会社ネオライフサポー
ト

神戸市北区八多町中894番地 村上　賢次

B2800061480928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人西す
ず安心センター

神戸市北区北五葉１丁目１３−１
レ・アールビル ３Ｆ

秦 敬

B2800062842928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社和環和
神戸市北区北五葉４−４−２８−３
０３

神 香理

B2810003480928100 第51条の2(障害福祉サービス等) アポロ株式会社
神戸市北区北五葉４丁目８番１８
号

香山　敬之

B2810001799928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ラフアンドケア
神戸市北区鳴子2丁目17-2サク
セス星和台203

冨士　雅弘

C2800061050928100 第51条の31(相談支援) 社会福祉法人フレンド 神戸市北区有野中町１−３−８ 大久保　敏則

B2800063824928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人フレンド
神戸市北区有野中町１丁目３番８
号

大久保 敏則

B2810001294928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人きた
ベジファーム

神戸市北区有野中町1丁目8-6 井上　勝彦

B2800061737928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社ケアサービスの
ぞみ

神戸市北区有野中町２丁目２１−
７

平見俊博

C2800061141928100 第51条の31(相談支援) 社会福祉法人陽気会
神戸市北区有野中町２丁目５番１
９号

松端 利昌

B2800061323928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社 デリパ
神戸市北区有野中町３丁目１５番
１９号

朴 正子

B2810003406928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ヘンボク
神戸市北区有野中町４丁目18番
17号

丸元　信彦
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B2800062751928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人緑水会
神戸市北区有野町二郎字篭谷８
９８番１０

大西孝男

C2810090015928100 第51条の31(相談支援) 社会福祉法人緑水会
神戸市北区有野町二郎字籠谷８
９８番１０

大西 孝男

B2810001012928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人　マザーリー
フ

神戸市北区有野町有野944-2 二星　光代

C2810000030928100 第51条の31(相談支援)
一般社団法人　マザーリー
フ

神戸市北区有野町有野944-2 二星　光代

B2800061125928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社神戸ライフサ
ポート

神戸市北区緑町６丁目１番２５号 坪田 栄造

C2810050051928100 第51条の31(相談支援)
有限会社　神戸ライフサ
ポート

神戸市北区緑町6丁目1番25号 坪田　榮造

B2810002317928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社　あすか 神戸市北区緑町7丁目18番23号 天野　明美

B2800062339928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ニコニコクラブ
神戸市北区鈴蘭台西町２丁目１４
−１ ハイツハタヤＡ

小西 秀樹

B2810000965928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人ＴＯＫＯＷＡ
ＫＡ

神戸市北区鈴蘭台東町１－９－５
鈴蘭荘３号室

橋本　裕一

B2810001509928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社macaron
神戸市北区鈴蘭台東町1丁目5番
10号

小林　和実

B2810001905928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社風蘭 神戸市北区鈴蘭台南町1丁目4-6 岩田　美由紀

B2800062280928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
あさひケアサービス株式会
社

神戸市北区鈴蘭台南町３丁目１１
−１１

西畑 秀生

B2810002474928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社け・あーず
神戸市北区鈴蘭台南町5-7-18-
101

足立　亘

B2810003654928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｗｏｎｄｅｒ　Ｗａｌｌ
神戸市北区鈴蘭台南町７丁目12
番30号

政木　克友

B2810000387928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ゆうゆう
神戸市北区鈴蘭台南町六丁目１
３番１３号

山口　美眞

B2800064038928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社コミュニティ・ライ
フサポートいずみ

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目４
－１０－２F

髙田　睦子

B2800064020928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人ゆうわ福祉
会

神戸市北区鈴蘭台北町４−１−２
０

植中 雅子

B2810001963928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ふくろう
神戸市北区鈴蘭台北町４丁目１
－１６

縄江義信

C2810050259928100 第51条の31(相談支援) 株式会社ふくろう
神戸市北区鈴蘭台北町４丁目１
－１６

縄江義信

B2800061612928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社ナンバーワン・プ
ランニング

神戸市北区鈴蘭台北町４丁目２−
９

南波 春樹

B2810003224928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社マインドケア
神戸市北区鈴蘭台北町５丁目
４ー５

余川　琴代

B2810003373928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＳＢＳカンパニー
神戸市北区鈴蘭台北町五丁目２
-３

出口　靖之

C2810050217928100 第51条の31(相談支援)
社会福祉法人ゆうわ福祉
会

神戸市北区鈴蘭台北町四丁目１
番２０号

植中　雅子

B2810090114928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人わだ
ち

神戸市長田区一番町５−１−１グ
ランメゾンＭＩＫＵＲＡ１階Ｂ号室

光武　茂

B2800064327928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人幸清会
神戸市長田区雲雀ヶ丘一丁目2
番5号

清水　ふゆ子

B2810050390928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ピー
タンハウス

神戸市長田区海運町3丁目1番11
号

高島　惠津子

B2800063402928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人リー
フグリーン

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

吉本 加津子

B2810002367928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ファミーユ 神戸市長田区海運町4-2-5 南隅可奈子

B2810050085928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社セーフウェイ
神戸市長田区苅藻通1−4−2　三
倉ビル2F

谷山　貴彦

B2810090031928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ハッピーエリア
神戸市長田区苅藻島町１−１−６
５

藤田　典嘉

B2810002341928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　大友 神戸市長田区久保町8丁目7-10 寒松キミ子

B2800061836928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社チームＵ
神戸市長田区久保町９丁目４−１
１

池本 裕子

B2800061266928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社和合
神戸市長田区駒ヶ林町五丁目１
７番１０号シティライフ２１長田１F

山本　綾香
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B2810000915928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＦｉｒｓｔＲｅｓｔａｒｔ
神戸市長田区源平町１１番２号
西海文化２階右号室

中村　庸佑

B2800063634928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人パラ
レルサポート

神戸市長田区戸崎通２−７−１−１
Ｆ

寺澤 美香

B2810001757928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　SONA
神戸市長田区戸崎通3丁目10-
13-1階

中西　睦子

B2800061349928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社あけぼの介護セ
ンター

神戸市長田区五位ノ池町３丁目
９番３３−３０１号

平井 富雄

B2810050267928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人ドリーム１０
神戸市長田区五位ノ池町三丁目
６番６号

竹腰　智子

B2810002424928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社isso
神戸市長田区五位ノ池町三丁目
７番１３号

政木　克友

B2800061068928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社スマイル
神戸市長田区五番町５丁目１市
住２７−４号室

進藤 能一

B2800062686928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人 シャローム
福祉会

神戸市長田区五番町一丁目５番
地の一

三河 主一

B2810002060928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　ピース
神戸市長田区御船通4丁目5-2-
101

青木　俊充

B2810002713928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社ゆず介護サービ
ス

神戸市長田区御船通4丁目8番1
号S2号室

大橋　千寿代

B2810050069928100 第51条の2(障害福祉サービス等) KKいくせい株式会社 神戸市長田区御蔵通4-205-2 中西　光政
B2810050316928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社いくせい 神戸市長田区御蔵通4-205-2 濱野　勲
B2800061034928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人神戸育成会 神戸市長田区御蔵通４−２０５−２ 藤井 良三

B2800063600928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人 神戸市手を
つなぐ育成会

神戸市長田区御蔵通４丁目 ２０５
−２ 育成会会館

霧嶋 明美

B2810000113928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社あゆむ
神戸市長田区御蔵通４丁目201
番地の1-503号

末次　夏紀

C2810050100928100 第51条の31(相談支援)
一般社団法人　神戸市手
をつなぐ育成会

神戸市長田区御蔵通4丁目205−
2

後藤　久美子

B2800061555928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 特定非営利活動法人信親 神戸市長田区御蔵通６丁目１７ 園田 親臣

C2810050043928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人　か
りん

神戸市長田区御蔵通6丁目17番
地

園田　親臣

B2800063395928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社マルチコーポ
レーション

神戸市長田区御蔵通７丁目３６ 園田 まゆみ

B2810003464928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＫＡＲＵＲＡ
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

延山　身和子

B2810002838928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社エンゼル
神戸市長田区高取山町一丁目５
番６号

小川　恵

B2800063006928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ライフスタイル 神戸市長田区高東町１丁目４−１ 海住 肇

B2800063486928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
花訪問介護サービス株式
会社

神戸市長田区細田町４丁目２−４ 飯田 雅子

B2810001038928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社松栄
神戸市長田区細田町六丁目１番
１７号

松岡　龍善

B2810000197928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人漣優介護イ
ンフォーマル

神戸市長田区三番町１丁目１−２
−２F

三谷　秀子

B2800062165928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ネッ
トワークながた

神戸市長田区三番町2丁目2-6 辻　恭平

C2810050027928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人　が
じゅまる

神戸市長田区若松町3丁目3番2
号　ジェイグラン新長田909号

一井　裕美

B2810002383928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人　が
じゅまる

神戸市長田区若松町3丁目3番2
号ジェイグラン新長田909号

一井　裕美

B2800063783928100 第51条の2(障害福祉サービス等)

特定非営利活動法人 神
戸障害者自立支援福祉協
会

神戸市長田区若松町４丁目４−１
０ アスタクエスタ北棟４Ｆ

菅原 優子

B2800062123928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社健人
神戸市長田区松野通１丁目５番１
６号国際ビル２０３号

成 伸一

B2810001525928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　藤ライラック
神戸市長田区松野通2丁目5番
30-301

藤野　正

B2800063676928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人きょうどう 神戸市長田区松野通４−６−４ 西脇 忠之

B2810003274928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ｃｉｅｌ
神戸市長田区上池田４丁目１０番
３号

森　樹里

C2810000147928100 第51条の31(相談支援)
一般社団法人神戸生涯支
援センター

神戸市長田区神楽町2-3-1-401 山本喜生



事業者（法人）番号 障害者総合支援法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

B2810003018928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　ＭＳＰ
神戸市長田区神楽町一丁目２-３
宇野ビル201

島谷　学

B2810000949928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
愛和ケアサービス合同会
社

神戸市長田区神楽町四丁目6番
10号-102

木村　智恵子

B2800063387928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ウィ
ズアス

神戸市長田区水笠通４丁目１番１
２号−２Ｆ

鞍本 長利

C2810000254928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人ウィ
ズアス

神戸市長田区水笠通４丁目１番１
２号−２Ｆ

鞍本 長利

B2800062719928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人みくら 神戸市長田区菅原通７−３６ 村上 勝

B2800063098928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社優和
神戸市長田区菅原通７丁目６４番
地

法田 由香

B2810000527928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社大黒屋システム
ズ

神戸市長田区菅原通三丁目２０７
番地の２

平戸　勝之

B2800063915928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ウィ
ズ

神戸市長田区西丸山町１丁目１−
１

金井　邦浩

B2810001252928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社時代おくれ
神戸市長田区西丸山町2丁目2番
5号　井原ふとんハイツ102号

吉本　一浩

B2810000808928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社リーベ
神戸市長田区西山町３丁目１１番
１５号

奥口　尚美

B2810002010928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人ながたひろ
ば

神戸市長田区西代通1丁目1-5 八田　早苗

B2810002416928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社あつまろ 神戸市長田区川西通2丁目4-4 山田亮平

B2800064187928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人１００
年福祉会

神戸市長田区川西通５丁目１０１
−１

新川 修平

B2800062420928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ケアコア
神戸市長田区川西通５丁目１０１
番１号

平吉 春子

B2810003240928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人ＦＡＮＣＹ
神戸市長田区前原町一丁目９－
１

多木　頼希

B2810000618928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社小谷ケアステー
ション

神戸市長田区大橋町4丁目3-5-
303　サンシャイン新長田

小谷　しげの

B2810050366928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社ライフ・シンセリ
ティ

神戸市長田区大橋町5-3-1 岡田　英之

B2800062412928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
兵庫県高齢者生活協同組
合

神戸市長田区大橋町9-4-6 阿江　善春

B2810090106928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人神戸
高齢者障がい者事業団

神戸市長田区大橋町９−４−６ 森友　譲

B2810002177928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社TNK
神戸市長田区大谷町2丁目13番
17号

田中裕人

B2810003349928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社しろはと神戸
神戸市長田区大塚町１丁目２番２
号

佐々木　奈美

B2800063113928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＯＲさくら
神戸市長田区大日丘町２丁目１０
−１２

松浦 昭宣

B2800063577928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Mind
神戸市長田区大日丘町３丁目１５
−８−２

一井 ゆりか

B2810002557928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人セイコー会
神戸市長田区長田町1丁目３－１
－２２１サンドール長田南館２Ｆ

木羽　賢至郎

B2810001351928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人　マザーイ
ズム福祉協会

神戸市長田区長田町2丁目1番20
号

田渕　千惠子

B2810000395928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社アストレ
神戸市長田区長田町一丁目３番
１号

吉田　炳浩

B2800063080928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社あい愛ねっと
神戸市長田区長田天神町１丁目
１２−５

一井 裕美

B2800062652928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社みのり
神戸市長田区長田天神町１丁目
１６番１−１００６号

田中 和子

B2800063535928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社ユニバーサルラ
イフ

神戸市長田区長田天神町２丁目
１３−１５

沖村 みや子

B2800063569928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社神戸ケアエース
神戸市長田区東尻池町２丁目３
番１０号

小笠原 由紀子

B2800061547928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人報恩感謝会
神戸市長田区東尻池町３丁目６−
２

中山 満介

B2810001260928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人緑gage
神戸市長田区東尻池町6丁目1番
9号

壁野　智美
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B2810003589928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ガラッシア
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２０
１号室

木下　康太

B2810002284928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社すえひろ
神戸市長田区二葉町5丁目1番1
号アスタくにづか5番館南棟1階
135

御澤　靖彦

B2810000759928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 医療法人社団十善会
神戸市長田区二葉町5丁目1番21
号

野瀬　惟清

B2800064202928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社カンマツ
神戸市長田区二葉町７丁目１−３
５村真ビル２０２

寒松 義幸

B2810050291928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人イノセント
神戸市長田区二葉町五丁目1番
1、204-2号室

後藤　忠士

B2800062933928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社ケアステーション
あずみ

神戸市長田区梅ケ香町２丁目１０
番１１号

石倉 健一

B2800061753928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ＣＩＬ
神戸Ｂｅすけっと

神戸市長田区片山町２丁目１７−
９

澤田 隆司

B2800061026928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社キャンディ
神戸市長田区房王寺町３丁目６−
１２−１０７

高木 美枝子

B2800064096928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ス
リーピース

神戸市長田区房王寺町４丁目５
番９号

延藤 早苗

B2800063064928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ベルサポート
神戸市長田区名倉町１丁目１番９
号

松本 みさよ

B2800063460928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ながた介護 神戸市長田区林山町１番地４１ 直江 祐治

B2800061985928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
医療法人社団林山朝日診
療所

神戸市長田区林山町７番地５ 梁 勝則

B2800062537928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社アクティブ 神戸市長田区蓮宮通１丁目２−８ 岡本 和弘

B2800061696928100 第51条の2(障害福祉サービス等) サンスマイル株式会社
神戸市長田区浪松町５丁目１−１
９

山田 博一

B2800063163928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社マザー
神戸市長田区六番町２丁目６番
地

金本 里美

B2810002333928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人ケーサポー
ト

神戸市長田区六番町4丁目1番地
11

小西　侑介

B2810001765928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社　育成会 神戸市長田区六番町8-2 鳥居　知寿

B2810000973928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｌ＆Ｍ
神戸市長田区六番町八丁目１－
１テスラ長田２０１

櫻崎　修

B2810050564928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人障がい者就
労支援機構ゆぅ

神戸市長田区腕塚町１丁目１番４
号

秋山圭子

B2800061620928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ベル・カンパニー 神戸市長田区腕塚町１丁目４−６ 鈴木 佳子
B2810050259928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ライフサポート株式会社 神戸市長田区腕塚町3丁目3-16 新宮　健太

B2810001418928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社PLAST
神戸市長田区腕塚町4丁目2番1
号

廣田　恭佑

B2810002721928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社青い鳥 神戸市長田区檜川町1-1-7 飯村　茉衣

B2800061513928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人長田
倶楽部

神戸市長田区鶯町２丁目１番３７
号

今北敏雄

B2810002599928100 第51条の2(障害福祉サービス等) サライ株式会社 神戸市須磨区衣掛町2-1-18 金田修一

B2810003604928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
合同会社ケアセンター・タ
スカル

神戸市須磨区衣掛町４丁目１番１
４号

山下　耕司

B2800061464928100 第51条の2(障害福祉サービス等)

特定非営利活動法人知的
障害児・者療育サポートセ
ンター・くれよん

神戸市須磨区衣掛町４丁目２番４
号

中山 奈津子

B2810001377928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　ぴいぷる
神戸市須磨区磯馴町1丁目3番11
号

小谷　悠祐

B2810002002928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ビバン 神戸市須磨区磯馴町3丁目2-13 西川　敏夫
B2810002086928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 医療法人社団慈恵会 神戸市須磨区磯馴町4丁目1-6 澤田　勝寛

B2800063494928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ヘル
パーＧＯＧＯ

神戸市須磨区磯馴町６丁目１番１
１−３０１号

武政 千尋

B2800063840928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人ヨハネ会 神戸市須磨区奥山畑町２ 平尾　享三
C2800061018928100 第51条の31(相談支援) 社会福祉法人ヨハネ会 神戸市須磨区奥山畑町２番地 平尾　享三

B2810001971928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社名越介護事務所
神戸市須磨区横尾7丁目1-1　82
号棟106号

名越　亮太

B2800062975928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 特定非営利活動法人 遊
神戸市須磨区古川町４丁目６番５
号

入江 静子

B2800061779928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社マツオ
神戸市須磨区高倉台４丁目２−５
近隣センターＢ棟１０番

松尾 恵美子
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B2810001236928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人ワンスペー
ス

神戸市須磨区高倉台6丁目10番
26号

北原　俊司

B2800062545928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社mi-kitty
神戸市須磨区寺田町２丁目５番５
号

原田 美智子

B2810002234928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人　vivi
神戸市須磨区車字長者平900番
地の6

浅井照美

B2810002565928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社こしの 神戸市須磨区若草町1-2-1 越野　貴史
B2810001898928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人ゆうとぴあ 神戸市須磨区若草町1丁目14-2 足立　耕司

C2810090031928100 第51条の31(相談支援)
一般社団法人神戸太陽の
風

神戸市須磨区戎町３−５−１ 横山　祐介

B2800064278928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人神戸太陽の
風

神戸市須磨区戎町３丁目５番１号 横山祐介

B2800063105928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社兵庫福祉保険
サービス

神戸市須磨区戎町４−１−１７ 芝吹 希代志

B2810003042928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社サンゴジェ
神戸市須磨区戎町一丁目１番３
号

阿南　美玲

B2800064286928100 第51条の2(障害福祉サービス等) NPO法人神戸みのり会 神戸市須磨区常盤町1丁目1-20 芦谷　真隆

B2810001666928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社エナ5･3
神戸市須磨区神の谷1丁目1番
79-504号

久保　悦子

B2810000931928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社いちゃりば
神戸市須磨区神撫町1丁目3－5
－101

橋口　敦子

B2800062579928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人じゅ
うしん神戸

神戸市須磨区須磨寺町３丁目２
番４号

池田 希美枝

B2810090130928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人萌友
−ｆｏｒ　ｙｏｕ

神戸市須磨区須磨本町１−３−２
２

東條　むつみ

B2800063692928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人しんじゅ
神戸市須磨区須磨本町１丁目１
番６号

宮脇 テル子

C2810050001928100 第51条の31(相談支援) 社会福祉法人しんじゅ
神戸市須磨区須磨本町1丁目1番
6号

宮脇　テル子

B2810001533928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　優＆楽
神戸市須磨区菅の台1丁目3番地
62号

松井　祐二

C2810000395928100 第51条の31(相談支援) 一般社団法人ソラシド
神戸市須磨区菅の台５丁目５番
地８号棟405号

吉村　朱美

B2800061076928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ほほえみ
神戸市須磨区菅の台６丁目１２番
地の７

井上 修

B2800063775928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人神戸
西助け合いネットワーク

神戸市須磨区西落合２丁目１−６ 在里 俊一

B2800063197928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ホワイト
神戸市須磨区千歳町１丁目７−１
２高原ビル２Ｄ

張井 寿行

B2810000436928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社　凪
神戸市須磨区千歳町一丁目１番
３号

榮　克明

B2800061232928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ライフ・ケアー有限会社
神戸市須磨区禅昌寺町１丁目１５
−９

大岸 幸博

B2810001806928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人　ごえんやさ
ん

神戸市須磨区禅昌寺町1丁目18
番22号

北野　秀貴

B2810003638928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社e-ne
神戸市須磨区多井畑字若林９－
７すま離宮テニスクラブ２F

木下　仁志

B2810002622928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社フェアプレイ
神戸市須磨区多井畑東町19番地
の7

鞍田　均

C2800061109928100 第51条の31(相談支援)
社会福祉法人神戸市須磨
区社会福祉協議会

神戸市須磨区大黒町４丁目１−１ 小池 弘三

B2810000585928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社めいぷる
神戸市須磨区大田町2丁目1番
16-603号

山中　慶子

B2810001781928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人　ラ
イフスペース・プロペラ

神戸市須磨区大田町2丁目1番1
号

大西一弘

B2810002276928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 医療法人社団思葉会
神戸市須磨区大田町2丁目3番7
号

石川　朗宏

B2810002458928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
ライフサポートSANYA株式
会社

神戸市須磨区東白川台2丁目5番
地の4

後藤　美春

B2810000535928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社クラウドナイン
神戸市須磨区東落合3丁目12番
15号

堀松　建

B2800061381928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社たから介護サー
ビス

神戸市須磨区白川台１丁目３３−
８

井上 希代子



事業者（法人）番号 障害者総合支援法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

B2810003472928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社暖の日
神戸市須磨区白川台２丁目５９－
２本郷ビル３０２

田村　朋輝

B2810002325928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　アスライン 神戸市須磨区白川台2丁目59-4 宮本　妙子
B2810002268928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　リンクサービス 神戸市須磨区白川台3丁目61-2 川口　美佐子

B2800062818928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ハートフルケア株式会社
神戸市須磨区白川台３丁目６７番
１６

井上 勝也

B2800063957928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＬＩＫＥ ＭＥ
神戸市須磨区白川台６丁目１２−
１８

福山 さやか

B2810003000928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社カルムハーツ
神戸市須磨区白川台三丁目64-
１-１Ｆ

沖　義隆

B2800063907928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 すま
みらい

神戸市須磨区飛松町２−５−１４ 西金 昭美

B2800063501928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 神
戸ぶどうの樹

神戸市須磨区飛松町2丁目1番12
号

山本 訓也

C2810000204928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人神戸
ぶどうの樹

神戸市須磨区飛松町2丁目1番12
号

山本訓也

C2810050069928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人　す
まみらい

神戸市須磨区飛松町2丁目5−14 西金　昭美

B2810000428928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ライフパートナー
神戸市須磨区平田町１丁目３番１
号

武田　一義

B2800062181928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 身
障コウベの会

神戸市須磨区平田町２丁目２−２ 大杉 俊江

B2810050374928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社松鶴
神戸市須磨区平田町二丁目3番
22−604号

藤原　弘法

B2810001773928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人　ことばの道 神戸市須磨区北落合2丁目8-12 安居　道子

B2800062032928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社ケアプランニング
安居

神戸市須磨区北落合２丁目８−１
２

安居 道子

C2810050241928100 第51条の31(相談支援) 合同会社かくれんぼ
神戸市須磨区北落合4丁目11−
18

中村　千春

B2810000858928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社Ｒａｙ　ｏｆ　Ｈｏｐｅ
神戸市須磨区北落合５－６－２６
ルミネハイツＥ棟２１１号

森　優子

B2810050340928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ジルベルト
神戸市須磨区北落合北落合一丁
目1番4号白川コーポレーションビ
ル101号

福田　裕士

B2810000238928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ケアサポート株式会社
神戸市須磨区妙法寺円満林22番
地の2-501号

杉本　加代子

B2810002862928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社フォーライフ
神戸市須磨区妙法寺高取山１番
82

伊藤　敬博

B2800061729928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ネピ
オン

神戸市須磨区妙法寺字岩山１０５
６−１

武澤 利夫

C2810090023928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人ネピ
オン

神戸市須磨区妙法寺字岩山１０５
６−１

武澤　利夫

B2800063171928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社花鳳
神戸市須磨区妙法寺字上野路１
０６１−２８

多田 美英子

B2810000642928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人朋友
会

神戸市須磨区妙法寺字谷野11番
地の１

武井　優也

C2810000262928100 第51条の31(相談支援) 有限会社コスモサービス
神戸市須磨区妙法寺字地子田
1035-2

向　昭彦

B2800061711928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社コスモサービス
神戸市須磨区妙法寺字地子田１
０３５番２

中田　正博

B2800064012928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ほの
か

神戸市須磨区妙法寺字竹向イ６
９９番地妙法寺シャロム２０１号

藤本 ますみ

B2810000733928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　プリサイス
神戸市須磨区妙法寺字堂ケ谷８
８９－１９

梅田　千加

B2800062082928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合資会社アエル 神戸市須磨区明神町３丁目１−３ 下井 祐浩

B2800062298928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人北須磨保育
センター

神戸市須磨区友が丘３丁目１０７
番地

羽根田 一清

B2800062173928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人クローバー
の会

神戸市須磨区友が丘５−５ 夏井 法久

B2810000452928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ふれあい介護株式会社
神戸市須磨区友が丘7丁目1-14-
102

飯田　雅子

B2800061810928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社サークルライフ
神戸市須磨区友が丘８丁目１０９
番地

中北 太子
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B2800062529928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ゆい
まーる神戸

神戸市須磨区竜が台５丁目１７
名谷南センター内

石井 明美

B2810000379928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
合同会社　介護サービス
センター凜

神戸市垂水区塩屋台３丁目１１番
５号

中村　洋岳

B2810000030928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｓ＆Ｋ
神戸市垂水区塩屋町二丁目３番
13号

倉田　真智子

B2800063220928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人Ｇ
ネット

神戸市垂水区王居殿３丁目６−１
東垂水まち・みらい・こども支援セ
ンター内

椿野 靖子

B2800064301928100 第51条の2(障害福祉サービス等) クオリティライフ株式会社
神戸市垂水区下畑町498番53
コ・クール垂水

古賀　広文

C2810050035928100 第51条の31(相談支援) クオリティライフ株式会社
神戸市垂水区下畑町498番地53
コ・クール垂水

古賀　広文

B2800063303928100 第51条の2(障害福祉サービス等) NPO法人オープンエア
神戸市垂水区下畑町498番地53
号

羽島 友一郎

B2800061141928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社まつもと 神戸市垂水区下畑町小坂７１ 吉川 真司

B2810000692928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
山善ホスピタリティー株式
会社

神戸市垂水区下畑町木之下８８８
番地１グリーンパレス塩屋１Ｆ

増山　貴大

B2800063551928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
合同会社カルティベイティ
ング

神戸市垂水区霞ケ丘１丁目６−５
５

高岡 健志

B2810000353928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社東祥
神戸市垂水区霞ケ丘七丁目７番
２０号

小瀬古　亮子

B2800062868928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人 ひととまち
サポート

神戸市垂水区海岸通１番２０号 越智 和子

B2810001616928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社REHA・LIBERO 神戸市垂水区学が丘1丁目12-11 大浦由紀

C2810000212928100 第51条の31(相談支援) 株式会社Jo 神戸市垂水区宮本町1-28 大山裕子
B2810050019928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Jo 神戸市垂水区宮本町1番28号 大山　裕子

B2810050150928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ロジェ
神戸市垂水区宮本町3−13　レイ
シェスタ3F

前川　幸憲

B2800063543928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社ケアサービスしら
ゆり

神戸市垂水区宮本町３番１３号 明山 周三

B2810000155928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 菱トータルケア株式会社
神戸市垂水区五色山４丁目20-
24

藤田　宏行

B2800062503928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人すいせい 神戸市垂水区御霊町６−１０ 伊藤 柳子
C2800061026928100 第51条の31(相談支援) 社会福祉法人すいせい 神戸市垂水区御霊町６−１０ 伊藤 柳子

B2810000072928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社オレンジホーム
神戸市垂水区向陽二丁目6番18
号102

榮誠一

B2800064260928100 第51条の2(障害福祉サービス等) ハッピー合同会社
神戸市垂水区坂上四丁目２番３０
号

吉野 裕新

B2800062727928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社マリン 神戸市垂水区山手１−６−２９ 金治 芳幸
B2800063030928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社光和物産 神戸市垂水区山手５丁目６−５ 藤田 康倫

B2800062272928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社すみれ介護サー
ビス

神戸市垂水区山手８丁目２番３１
号

和泉 雅子

B2800061654928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ハピネス
神戸市垂水区小束山４丁目５番
地の３

木村 真弓

B2800062826928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 ゆと
り

神戸市垂水区城が丘5丁目15番1
号

柚鳥 孝道

B2800062008928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 特定非営利活動法人薫風
神戸市垂水区城が山１丁目１４番
１６－１０３

大須賀 謙太郎

B2800062496928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 工
房・彩

神戸市垂水区神陵台２丁目３−３
−３０１

服部 美代

B2810002052928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人　ポ
ポロ

神戸市垂水区神陵台9丁目28-13 野呂　研一

B2800063379928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人神戸信望愛
の家

神戸市垂水区星が丘３−１−１４ 菅 四郎

B2800061456928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人福祉
ネット星が丘

神戸市垂水区星が丘３丁目２−２
３

三木 熊雄

B2800062595928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社トータルケアプラ
ンニング

神戸市垂水区星が丘３丁目８−１
９

沖田 洋子

B2810000246928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社SUNNY'SCARE 神戸市垂水区星稜台３丁目3-2 平岡催子

B2810000098928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社エポック・ライフケ
アサービス

神戸市垂水区星稜台一丁目9-16 丸井明子



事業者（法人）番号 障害者総合支援法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

B2810000014928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ステラ
神戸市垂水区清水が丘三丁目３
番１０号

田中　佳美

C2810000113928100 第51条の31(相談支援) 有限会社光和物産 神戸市垂水区西舞子2丁目14 藤田　康倫

C2810050142928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人こぐ
まくらぶ

神戸市垂水区西舞子2丁目7番4
号

松本　将八

B2800061505928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
合同会社西舞子サポート
センター

神戸市垂水区西舞子２丁目８−１
４

工藤 勝明

B2810050168928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社a y u t o
神戸市垂水区西舞子5丁目13番
15号

平田　ヒロ子

B2810003216928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ａｉｏｌｉｔｅ
神戸市垂水区西舞子５丁目２番１
１号

杉浦　安菜

B2810001707928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人
KOGUMA

神戸市垂水区西舞子8-1-1 松本　昭子

B2810002763928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人こぐまの丘 神戸市垂水区西舞子８－１－１ 新井　一光

B2800061802928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社介護ホームたも
ん

神戸市垂水区西脇２丁目５番５号 寺西 孝夫

B2810001187928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社エターナリーオオ
キヨ

神戸市垂水区青山台4丁目2番
60-206号

大薗　良宏

B2800064054928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社庵
神戸市垂水区青山台４丁目８−１
８森ビル１Ｆ

杉本 大輔

B2800061183928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
合同会社エムケーコーポ
レーション

神戸市垂水区千代が丘一丁目８
番２６号

原田 正吾

B2810000022928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社GROW
神戸市垂水区千代ヶ丘2丁目5-
12-405

大塚　朋子

B2800061951928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ワイズケア
神戸市垂水区千鳥が丘１丁目３−
１５

宗元 裕介

B2800062735928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社鈴木在宅ケア
サービス

神戸市垂水区泉が丘４丁目１番３
６号

鈴木 好美

B2800062016928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社ケアーライフたる
み

神戸市垂水区多聞台２丁目１６−
２

猪原 篤史

B2810002888928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ハピネス
神戸市垂水区多聞台一丁目10番
20－403

西尾　太初

B2800062876928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 ファ
ミリーファーム

神戸市垂水区仲田１丁目７−２８ 名越 照義

B2800062561928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ストレートパワー
神戸市垂水区仲田２丁目１−４４
−２０３

和田 力

B2800063981928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人トラ
ストサービス

神戸市垂水区朝谷町２５−９ 岩渕 由紀緒

B2810000501928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社グレース
神戸市垂水区潮見が丘１丁目６
番２６号

小山　聖二

B2810000981928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社ウエントライフ
コーポレーション

神戸市垂水区天ノ下町１－１ウエ
ステ垂水１２０号

根津　健

B2800061597928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人ホーム塩屋 神戸市垂水区天ノ下町６−１１ 鈴木　一朗

B2810050283928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｌｕｃｕｌｉａ
神戸市垂水区東垂水町字菅ノ口
623-3

澤田　佳世子

B2800062058928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ポピー垂水
神戸市垂水区桃山台２丁目４番
地の１ ドエルアズマ２０４号

藤川 香須美

B2800062636928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人とん
ぼの家

神戸市垂水区桃山台４丁目３−１
３

柳本 末廣

B2810000600928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人懸け橋
神戸市垂水区桃山台４丁目８－８
－１０３号

小谷　健太郎

B2800061240928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ケアリーフ 神戸市垂水区桃山台５丁目１−２ 柳本 誉

B2800063329928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社くれよん
神戸市垂水区桃山台７丁目８番
地の１４

山下 香美

B2810003026928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人赤とんぼ 神戸市垂水区桃山台四丁目２-８ 柳本　惠美子

B2800063212928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
NPO法人 Present  Garden
to

神戸市垂水区南多聞台１−５−１
１

高野 喜惠

B2810002028928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人　ピア・マ
リーナ

神戸市垂水区南多聞台8-23-32 今冨　康次

B2810002995928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ｋｕｓｋｕｓ
神戸市垂水区南多聞台８丁目１
明舞第１団地１号棟104号室

澤井　秀樹

B2810000832928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社　ＱＯＬＩＶＥＬＹ
神戸市垂水区舞多聞西１丁目３
番１－１０２号

古家　弘貴



事業者（法人）番号 障害者総合支援法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

B2810000741928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　マリリン
神戸市垂水区舞多聞東3丁目７
番４号

松田　圭司

B2800062462928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社スマイル・ライフ 神戸市垂水区福田５丁目５−２２ 荒田 裕彦

B2810000056928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ひなたぼっこ
神戸市垂水区福田四丁目４番２２
号

進元良亮

B2800064179928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 美・ＣＯＳＭＯＳ株式会社 神戸市垂水区平磯３丁目７−１０ 中塚 ひろ美

B2810000303928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
あかねケアサービス合同
会社

神戸市垂水区北舞子３丁目７番
1-101号

堀野　尚子

B2810001913928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社いこいの家 神戸市垂水区北舞子4-10-25 宗元　裕介

B2810000775928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社甲斐総合企画
神戸市垂水区本多聞１丁目６－１
４－３０１

甲斐　智裕

C2810000197928100 第51条の31(相談支援) 株式会社甲斐総合企画
神戸市垂水区本多聞1丁目6-14-
301

甲斐智裕

C2810050126928100 第51条の31(相談支援) NPO法人　オープンエア 神戸市垂水区本多聞2丁目2−67 羽島　友一郎
B2810001278928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人　桜英会 神戸市垂水区本多聞3丁目4-13 橋　昭博

B2810000709928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ゆうの縁
神戸市垂水区本多聞３丁目６－１
２

山岸　宣威

B2810000957928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人つなぐ
神戸市垂水区本多聞二丁目１３
番１５号

藤垣　尚代

B2810090122928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人そよ風福祉
協会

神戸市垂水区名谷町１０１１−１グ
リーンハイツ松本１０２号室

酒井　美佐子

B2810003620928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ARSmile
神戸市垂水区名谷町1949番地の
１-613号

山住　明宏

B2810050051928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社プリマステラ
神戸市垂水区名谷町1949番地の
1リブコートオリジン613

山住　真隆

B2810000444928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ミルククラウン
神戸市垂水区名谷町７８３番地イ
リノハイツ１０３号

豊藏　宏

B2810050142928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人プロマイル
神戸市垂水区名谷町字押戸302
番地の3

高原　友美

B2800063931928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
神戸メインテナンスプラン
ニング有限会社

神戸市垂水区名谷町字梨原２３６
５−１

佐野 美知子

B2800062206928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社小鳩
神戸市垂水区名谷町春日手２２９
０−１

辻 義宏

B2810000337928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ジラフ
神戸市垂水区名谷町梨原２３５８
番地の１

足立　誠一

B2810002937928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人ＡＣＣＥＳＳ
神戸市西区伊川谷町潤和1301番
地の６－202号

三井　勝哉

B2800063262928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人祉友会 神戸市西区伊川谷町潤和２−２ 山本 文夫

B2800061969928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 医療法人実風会
神戸市西区伊川谷町潤和字横尾
２３８−４７５

宮軒 將

B2810002523928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人　ぶな 神戸市西区伊川谷町長坂866-4 切明　邦雄

B2810002945928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社グッド
神戸市西区伊川谷町別府114-
13-203

亀谷　征弘

B2800062347928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社 ベストライフ
神戸市西区伊川谷町有瀬１０５０
−１

宮本 雅代

B2810001880928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Kirari 神戸市西区伊川谷町有瀬1150-2 井上　麻利央

B2800061919928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社まもる 神戸市西区伊川谷町有瀬１１８３ 東 進太郎

B2810000569928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社あさぎ
神戸市西区伊川谷町有瀬1259-1
メープルコート105

瀬尾　龍彦

B2810001848928100 第51条の2(障害福祉サービス等) Healing Forest合同会社
神戸市西区伊川谷町有瀬1746明
徳ビル2階

森　隆広

B2800061943928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社ハートウォーミン
グ

神戸市西区伊川谷町有瀬３９−１
８

坂田 千絵

B2810001343928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ＵＳＣ 神戸市西区伊川谷町有瀬510-3 北野　達也

B2800063238928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社えがお
神戸市西区伊川谷町有瀬８１２番
地の６・２−４０５号

高 三和子

B2810000874928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　クローバー
神戸市西区伊川谷町有瀬８３８－
４　ヒルズ兼久ビル１階

木田　靖子

B2800062115928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社明南
神戸市西区伊川谷町有瀬８５９−
１エクセレンス雅

稲脇　由規子

B2810003068928100 第51条の2(障害福祉サービス等) イー株式会社
神戸市西区井吹台西町５丁目６
番地の４

池田　康子



事業者（法人）番号 障害者総合支援法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

B2800062909928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ほのぼの
神戸市西区井吹台東町５丁目１−
２

赤木靖子

B2800061498928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社ケアーサービス
西神

神戸市西区押部谷町福住５０２−
１

徳野 純子

B2810001955928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人リ・シュウ
ニャ

神戸市西区王塚台1丁目１４５−２ 高野　嘉代子

B2810001153928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　みらい 神戸市西区王塚台5丁目17番 高橋　博之

B2810001864928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人神戸
青少年支援協会

神戸市西区王塚台5丁目30番12 南木　睦彦

B2800063270928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 つば
さ

神戸市西区王塚台７丁目１０６第
二仲町ビル２Ｆ

森 信二

B2810001393928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社リアン
神戸市西区王塚台7丁目35-1-
2F

阪田　兼生

B2800062793928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社サニープレイス
神戸市西区王塚台７丁目７１−１
サンロイヤル神戸西１階

岡村 英樹

C2810000353928100 第51条の31(相談支援)
一般社団法人リ・シュウ
ニャ

神戸市西区王塚台一丁目145番
地２号

髙野　嘉代子

B2800061117928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人アゲ
イン

神戸市西区岩岡町印路７０８番地 竹本 久保

B2800062090928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 和合商事株式会社 神戸市西区岩岡町岩岡３２１−６ 早川 裕
B2810001210928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 医療法人社団　一功会 神戸市西区岩岡町岩岡917-12 平井　昭博

B2810050118928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ひま
わり

神戸市西区岩岡町古郷1528−12 佐々木　武雄

B2800063650928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 医療法人社団東峰会 神戸市西区岩岡町西脇８３８番地 杉浦 康夫

C2800060052928100 第51条の31(相談支援) 医療法人社団東峰会 神戸市西区岩岡町西脇838番地 瀬川　義弘

B2810000824928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｄａｙｓ
神戸市西区宮下１丁目２６－１４
－２０６

中内　優

B2810002515928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社進藤ライフデザイ
ン

神戸市西区宮下2丁目3番19号 進藤　裕文

C2810000155928100 第51条の31(相談支援)
株式会社進藤ライフデザイ
ン

神戸市西区宮下2丁目3番19号 進藤　裕文

B2810003539928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社サクラワークス
神戸市西区宮下２丁目３番７号２
階

進藤　綾太

B2810003521928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人かなで 神戸市西区宮下一丁目３番３号 森沢　裕行

B2810000923928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　リバティ
神戸市西区玉津町今津６４０－１
２

舩越　美予

B2800061224928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 和
気あい愛

神戸市西区玉津町出合１７６番地
５

谷口 卓司

B2810001640928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
合同会社エンジェル・ハウ
ス

神戸市西区玉津町小山568-7 近藤　和子

B2810050530928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社アンビシャス 神戸市西区玉津町上池１５８－１ 長井　克紀

B2810003571928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社悠友
神戸市西区玉津町上池349番地
の２

小林　豊佳

B2810003175928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社こころ
神戸市西区玉津町新方190番地
の10

井上　恵美

B2800062363928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人新緑福祉会
神戸市西区玉津町水谷字セリ合
４００−７

平田 健次

C2800061084928100 第51条の31(相談支援) 社会福祉法人新緑福祉会
神戸市西区玉津町水谷字セリ合
４００−７

平田 健次

C2810000379928100 第51条の31(相談支援) 合同会社うぃる
神戸市西区月が丘４丁目９番地
の２

野田　雄途

B2800061521928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社西神ケアライフ
サポート

神戸市西区高塚台５丁目１３ 絹笠 隆志

B2810003711928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ぎふとぴあ
神戸市西区今寺６番地の４サン
グリーン今井304号

平田　優治

B2810090065928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社　ＣＬＥＡＮ　ＰＩＮ
ＥＳ

神戸市西区枝吉１−２４０−２ 松浦　慎一

B2800063791928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人うさぎ
神戸市西区枝吉１丁目１９６番地
サンハイツ神明３０３号

松原 由美子

B2800062769928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 安寿の郷神戸合同会社
神戸市西区枝吉１丁目２４５番地
の２

井上 和久

B2800063923928100 第51条の2(障害福祉サービス等) NPO法人 ぱれっと 神戸市西区枝吉４丁目８６番地１ 朝尾 浩康
C2800061076928100 第51条の31(相談支援) NPO法人 ぱれっと 神戸市西区枝吉４丁目８６番地１ 朝尾 浩康



事業者（法人）番号 障害者総合支援法の該当条文 事業者名称 事業者住所 代表者氏名

B2810050035928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社ＩＣＨＩ−ＭＯＫＵ 神戸市西区持子1丁目116-2-103 岡野　隆

B2800061993928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人持子福祉会 神戸市西区持子３−１１４ 高野 美智子

B2810002953928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人フェアリー
テール

神戸市西区持子３丁目16番地１ 山田　恵子

B2800062602928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ヒールライフ
神戸市西区狩場台１丁目３０−５
０

中村 紀美子

C2810000311928100 第51条の31(相談支援)
特定非営利活動法人キッ
ピーズクラブ

神戸市西区狩場台二丁目６番地
の８

大西　隆文

B2800062587928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社パレス・ケアーセ
ンター

神戸市西区秋葉台２丁目１番地
の２０４

宮田 汰加子

B2800062470928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社ケアセンター未
来

神戸市西区秋葉台２丁目３番地
の１

篠崎 朱美

B2810000882928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社であい
神戸市西区出合玉津町出合字古
瀬２３３－１－１０２

吉田　喜美子

B2800063189928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社丸寿
神戸市西区春日台４丁目１２−３
９

藤原 公子

C2810000048928100 第51条の31(相談支援)
一般社団法人つなぐ福祉
会

神戸市西区春日台5丁目8番地の
9

香川　真二

B2800063626928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社新和通信サービ
ス

神戸市西区春日台６丁目１７−１ 長谷川 和子

B2810002896928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人つなぐ福祉
会

神戸市西区春日台五丁目８番地
の９

香川　真二

B2800062701928100 第51条の2(障害福祉サービス等)

特定非営利活動法人ソー
シャルサポートセンター
ひょうご

神戸市西区森友93-2 青木 悠

C2810000410928100 第51条の31(相談支援) 一般社団法人　ほぼちの
神戸市西区神出町紫合74番地の
５

西垣　良一

B2800063527928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人あおぞら
神戸市西区神出町勝成字野口１
６番地８

川口 信弘

B2800061109928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 医療法人敬性会 神戸市西区神出町小束野９−９４ 高野 守秀

B2810002193928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 社会福祉法人　神港園
神戸市西区神出町東字丸ヶ岡
1188-345

高谷　雅子

B2810001103928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社B・H・Lリコールエ
センス

神戸市西区神出町東字丸ヶ岡
1188番地348

池畠　大介

B2800062355928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人神戸あゆみ
の会

神戸市西区神出町宝勢字辻堂西
８５８−１

今岡　幸子

C2810000171928100 第51条の31(相談支援)
社会福祉法人神戸あゆみ
の会

神戸市西区神出町宝勢字辻堂西
８５８−１

今岡　幸子

B2800062438928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社 介護センター友
輪

神戸市西区水谷１丁目３−７ 坂本 昭男

B2810000840928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社結
神戸市西区前開南町１丁目３番８
号

慶松　真弓

B2810001442928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社セラピット 神戸市西区前開南町二丁目13-5 大浦　由紀

B2810002250928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社フューチャー企画 神戸市西区大津和2-9-1-102 木村哲生

B2800064252928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合資会社ひいらぎ
神戸市西区大津和２丁目７−１０
−１０１

久保 浩

B2810002143928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社Shining Place
神戸市西区大津和3丁目6-7
ニューバーリヤ学院坂2F-02号

東田　正大

B2810001468928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社3STARs
神戸市西区大津和一丁目2番地
の30　パークサイドフジイ109号

近藤　恭弘

B2810050382928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
合同会社エバーオンワード
社

神戸市西区大津和一丁目3番地
11アーベントロート西神戸1Ｂ

銭坂　圭悟

B2800062917928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合資会社あん
神戸市西区池上１丁目１２−１ Ｂ
−８０４

中嶋 和子

B2810000577928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社吉田 神戸市西区池上２丁目９－６ 吉田　和代

B2800061414928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社ファーストアドベ
ンチャー

神戸市西区池上２丁目９番地の６
カーサデソル１０１号室

長谷 峰子

B2810002672928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社アイリス 神戸市西区池上4丁目21-3-202 髙月　恒美

B2810002606928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社トータル・ライフ
サポート

神戸市西区池上4丁目29-7 政井里美
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B2810001723928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人　が
る

神戸市西区池上4丁目9-7ネスト
池上

松本　徹

B2800062264928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社花暦 神戸市西区竹の台２丁目３−３ 中田和世
B2810002656928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社アスアル 神戸市西区竹の台5丁目19-21 西山　志穂
C2810050225928100 第51条の31(相談支援) 株式会社アスアル 神戸市西区竹の台5丁目19-21 西山　志穂

B2810001319928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人　Ties 神戸市西区中野2丁目5番地の13 古山　美菜子

B2800062040928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社ジャスミン 神戸市西区長畑町１２番地の１１ 岡崎 永吉

B2810050481928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人あい
りす

神戸市西区南別府１丁目１５番１
号

由良洋行

B2810050548928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人Jobs 神戸市西区南別府３丁目２３－６ 米村正広

C2810000238928100 第51条の31(相談支援) 一般社団法人Jobs
神戸市西区南別府3丁目24-1リ
バーハイツKANBEE204号

米村　正広

B2810001658928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　BEST 神戸市西区南別府3丁目5-3-105 橋　昭博

B2810050134928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人ハッピーハ
ウス

神戸市西区白水1−8−8 石井　孝子

B2800063808928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人フロンティア
福祉会

神戸市西区櫨谷町池谷420-1 中島 徹

B2800064228928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
社会福祉法人かがやき神
戸

神戸市西区櫨谷町長谷字渋谷８
３−２６

池山 美代子

C2800061133928100 第51条の31(相談支援)
社会福祉法人かがやき神
戸

神戸市西区櫨谷町長谷字渋谷８
３−２６

池山 美代子

B2800063733928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社ソーシャルケア
サービス

神戸市西区櫨谷町福谷３１３ 祖川 敬子

C2810050150928100 第51条の31(相談支援)
株式会社ソーシャルケア
サービス

神戸市西区櫨谷町福谷313 祖川　敬子

B2800063056928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
有限会社モモタロウ倶楽
部

神戸市西区美賀多台３−２−１４ 吉田 達治

B2800061901928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人グレイス
神戸市西区美賀多台一丁目９番
地の１西神シティヒルズ３１１号

島田健一

B2800063741928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社在宅介護しえん 神戸市西区平野町向井９３−１ 門川 博宣

B2810003422928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社ｍａｋｅ
神戸市西区北別府１丁目13番地
の１グランシャリオ西神戸Ｂ202号

尾﨑　茉生

B2810001054928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ａ．Ｄａｙ
神戸市西区北別府4丁目3番地6-
1F

楠見　明姫

B2810002440928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社そらまめ
神戸市西区北別府4丁目4番地の
23

谷　小百合

B2800062850928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 心
の集い

神戸市西区北別府５丁目２０−１
４

長谷尾 敬友

B2810000634928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人ス
ティールハート

神戸市西区北別府三丁目１０－１
０ 秋定ハイツ１０１

岸上　美智子

B2800061092928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社 輝瞳
神戸市西区竜が岡５丁目２４−１
４ １Ｆ

松林 剛志

B2800061472928100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社永興 神戸市西区糀台３丁目１９−３ 山口 育孝

B2800063072928100 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人 マ
ザーサポートの会

神戸市西区糀台４丁目１４番地の
１０６

藤井 啓子

B2810050275928206 第51条の2(障害福祉サービス等)

一般社団法人高齢障がい
者終身生活仕事支援機構
芦屋ビビット

芦屋市大原町4-14 大江　龍成

B2810002218928206 第51条の2(障害福祉サービス等)
一般社団法人ライフサ
ポート

芦屋市南浜町7番20号 米田ヒロ子

B2810000650928206 第51条の2(障害福祉サービス等) 玉井自然堂株式会社 芦屋市平田町６番２０号 玉井　敏雄
B2810050407928210 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社アクトワン 加古川市八幡町中西条923-5 原田　貞義

B2810000767928219 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社K&Y
三田市つつじが丘北二丁目15番
地10

角田　ゆう子

B2810001202928215 第51条の2(障害福祉サービス等)
特定非営利活動法人人優
福祉会

三木市緑が丘町西4丁目13番地
29

森岡　美香

B2810003133928204 第51条の2(障害福祉サービス等) セリュックス・ロジ株式会社
西宮市戸田町５番１６号　西宮ビ
ル５F

加賀澤　一

B2810003456928204 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社斗五 西宮市柏堂西町３番５号 小林　弘嗣
C2810000428928204 第51条の31(相談支援) 株式会社Ａｆｅｐ 西宮市柏堂町10番11-１号 今泉　雄大
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B2810002135928213 第51条の2(障害福祉サービス等)
医療法人社団やない外科
胃腸科

西脇市下戸田274-2 柳井映二

B2810050556928217 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社Sea２１ 川西市鼓が滝１丁目２８番３０号 大崎由賀

C2810000387928203 第51条の31(相談支援) 株式会社　ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ
明石市魚住町住吉４丁目16番17
号２Ｆ

山下　聡馬

B2810050358928203 第51条の2(障害福祉サービス等)
株式会社モアハピネス明
石

明石市大久保町八木495番地 渡邉　康昌

B2810001062928203 第51条の2(障害福祉サービス等) 合同会社Ｓｐｅｎｄ　Ｌｉｆｅ 明石市中朝霧丘７番１９－２号 平野　洵希
B2810000147928203 第51条の2(障害福祉サービス等) 一般社団法人らくちん 明石市朝霧町一丁目26番１号 山崎　かをり
B2810001476928203 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Mana Lea 明石市藤江1807番地 池田　真奈

B2810000171926204 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社リハテクノ
京都府宇治市五ケ庄広岡谷２番
地の185

末田　明

B2810000890926100 第51条の2(障害福祉サービス等) 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

末田　明

B2810001997926465 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　山添電気
京都府与謝郡与謝野町弓木138-
1

山添　宏明

B2800060119914100 第51条の2(障害福祉サービス等)
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８４６
番地

島田 真澄

B2810001434927215 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社やブさん
大阪府寝屋川市点野3丁目30番4
号2階

柳　健太郎

B2810003208927205 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社また明日
大阪府吹田市春日３丁目１７番９
３号

川田　有美

B2810003092927100 第51条の2(障害福祉サービス等)
人財クリエイション株式会
社

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋
一丁目１番43号あべのハルカス
32Ｆ

福田　大輔

B2810002705927100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社さんよう
大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1
番1号

菅　幹夫

B2810003399927100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社Ｈ３
大阪府大阪市西区北堀江３丁目
８-16-1401号

西本　敬子

B2810050506927100 第51条の2(障害福祉サービス等) optz株式会社
大阪府大阪市中央区本町４－２
－１２東芝大阪ビル５階

赤松文則

B2810002359927100 第51条の2(障害福祉サービス等) opzt株式会社
大阪府大阪市中央区本町四丁目
2番12号

赤松　文則

B2810001286927100 第51条の2(障害福祉サービス等) 有限会社　桃蹊舎
大阪府大阪市平野区加美鞍作3
丁目10番19号

福原　敏浩

B2810001301927100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社シンクデザイン
大阪府大阪市北区曽根崎2丁目1
番12号国道ビル705号

浜田　丈信

B2810050522927100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社J-SPORTS
大阪府大阪市北区梅田二丁目５
番８号

太田博史

B2810050217927100 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社サンヴィレッジ
大阪府大阪市淀川区宮原二丁目
14番14号　新大阪グランドビル7F

増田　孝夫

B2810000311913103 第51条の2(障害福祉サービス等)
菱重ファシリティー＆プロ
パティーズ株式会社

東京都港区芝5丁目34番6号 大久保　憲一

B2810001111913102 第51条の2(障害福祉サービス等) 株式会社　シチリア
東京都中央区日本橋蛎殻町1-
37-12-306

隈部　翔


