
R5.4.1時点事業所数

通所介護

東灘 26

灘 17

中央 14

兵庫 17

北 33

⾧田 28

須磨 23

垂水 46

西 51

総計 255

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 2870100167 協同の苑は～とらんど甲南デイサービス 通所介護 東灘区甲南町２丁目１−２０  コープリビング甲南３F 平成12年4月1日 078-413-0600 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 2870100274 協同の苑六甲アイランドデイサービス 通所介護 東灘区向洋町中３丁目１−２ 平成12年4月1日 078-857-5088 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 2870100316 デイサービスセンターおおぎの郷 通所介護 東灘区北青木１丁目１番３号 平成12年4月1日 078-431-0001 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 2870100324 協同の苑魚崎中町デイサービス 通所介護 東灘区魚崎中町４丁目３−１８ 平成12年4月1日 078-452-3562 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 2870100373 デイサービスやまびこ 通所介護 東灘区住吉本町３丁目７番４１号 平成12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 2870100498 魚崎高齢者介護支援センター 通所介護 東灘区魚崎中町４丁目１０−５０ 平成12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 2870100720 デイサービスセンターＫＯＢＥ岡本 通所介護 東灘区西岡本２−２５−４−１０１ 平成13年12月1日 078-414-0789 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１

東灘 2870100928 東灘在宅福祉センター 通所介護 東灘区住吉宮町３−４−１７ 平成15年4月1日 078-842-1294 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 2870101124 ケアセンターふれあい 通所介護 東灘区住吉本町２丁目２０−１５ 平成16年5月1日 078-843-0201 医療法人神戸健康共和会 兵庫県神戸市東灘区住吉本町二丁目１９番３号

東灘 2870101355 デイサービスこだま 通所介護 東灘区鴨子ケ原２丁目１４−１７ 平成17年3月1日 078-845-3660 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 2870101595 六アイリハビリ・コンディショニングユニットデイサービスセンターリハ・ステップ 通所介護 東灘区向洋町中1丁目9番地1F 平成18年7月1日 078-858-9261 株式会社DＡM 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目9番地

東灘 2870101694 ユニコの森リハビリセンター御影 通所介護 東灘区御影本町４丁目３番５号 平成19年5月1日 078-821-9696 医療法人社団ユニコ 兵庫県西宮市⾧田町１−２０

東灘 2870101819 くすのきデイサービスセンター 通所介護 東灘区深江本町１−７−２７ 平成20年2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５−１０

東灘 2870101876 こすもぴあデイサービスセンター 通所介護 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 2870101884 ARC石屋川 通所介護 東灘区御影本町７丁目１番１５号 平成20年9月1日 078-841-9696 株式会社あらたか 兵庫県西宮市甲子園春風町3番27号



東灘 2870102023 住吉デイサービス 通所介護 東灘区住吉本町３丁目４−１５ インターメディックビル１階 平成21年8月1日 078-854-7137 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番３号

東灘 2870102163 ARC甲南山手 通所介護 東灘区本庄町１丁目８−１３ 平成22年6月1日 078-431-9696 株式会社あらたか 兵庫県西宮市甲子園春風町3番27号

東灘 2870102387 ベストケア・デイサービスセンター東灘 通所介護 東灘区本山南町６丁目１−６ 平成23年8月1日 078-411-0222 ベストケア株式会社 愛媛県松山市中村２丁目７番３３号

東灘 2870102528 デイサービスセンター The SPA 甲南山手 通所介護 東灘区本庄町2丁目8番36号 平成24年6月1日 078-413-0011 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 2870102569 リハ・うさぎ御影スタジオ 通所介護 東灘区御影1丁目11番16号ジュネシス御影 平成24年11月1日 078-846-3557 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 2870103120 コープは～とらんどすこやかデイ本山 通所介護 東灘区田中町２丁目９−１０ハイム本山１階 平成28年10月1日 078-431-0365 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 2870103260 リハビリデイサービス ステップリハ本山 通所介護 東灘区田中町３丁目４−９ コーポ山口１F 平成30年9月1日 078-436-3775 株式会社プラスほっと 兵庫県神戸市灘区中原通２丁目５番１３号

東灘 2870103443 デイサービスセンターまんてん住吉山手 通所介護 東灘区住吉山手7丁目6-3 令和2年3月1日 078-846-1700 社会福祉法人三桂会 兵庫県神戸市垂水区名谷町1547-1

東灘 2870103666 アズリック東灘 甲南 通所介護 東灘区甲南町3−7−4 神戸本山ガーデンハウス101 令和3年7月1日 078-414-5771 アズリック株式会社 兵庫県神戸市東灘区青木二丁目１４番２１号

東灘 2870103815 デイサービスりんく はつらつ館 通所介護 東灘区本山中町２丁目２番７号 ロイヤルコート本山１Ｆ 令和5年2月1日 078-441-7181 株式会社ヤマウチ 香川県高松市田村町397番地

東灘 2870103831 デイサービススイッチオン神戸御影 通所介護 東灘区御影本町８−１−８ 令和5年4月1日 078-855-5968 株式会社スイッチオンサービス 兵庫県伊丹市鴻池３丁目16番10号

灘 2870200033 大石高齢者介護支援センター 通所介護 灘区大石東町１−２−１ 平成12年4月1日 078-821-3838 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１

灘 2870200207 デイサービスセンターあおたに 通所介護 灘区青谷町２丁目１番９号 平成12年4月1日 078-801-1703 社会福祉法人神戸婦人同情会 兵庫県神戸市灘区青谷町2丁目1番6号

灘 2870200363 うみのほしデイサービスセンター 通所介護 灘区篠原北町３丁目１１番１５号 平成12年4月1日 078-881-1364 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 2870200397 灘の浜高齢者介護支援センター 通所介護 灘区摩耶海岸通２−３−９ 平成12年4月1日 078-803-3609 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 2870201189 デイサービスセンターひまわりの家 通所介護 灘区都通3丁目２−５ 平成17年5月1日 078-861-8619 株式会社日本ウェルフェア 兵庫県神戸市灘区都通3丁目２−５

灘 2870201262 通所介護デイサービスセンターかなざわ 通所介護 灘区神ノ木通３丁目１−４ 平成17年11月1日 078-871-9076 医療法人愛和会 兵庫県神戸市灘区神ノ木通4丁目２番１５号

灘 2870201338 灘在宅福祉センター 通所介護 灘区琵琶町２丁目１−２７ 平成18年4月1日 078-882-1294 社会福祉法人鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７−１

灘 2870201346 デイサービスなごみ 通所介護 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 2870201353 デイスペースほほえみの里 通所介護 灘区徳井町４丁目１−２ サンシャイン徳井１階 平成30年3月1日 078-858-8818 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 2870201445 デイサービス ソラスト摩耶 通所介護 灘区都通２−１−２６摩耶コート壱番館１階 平成19年3月1日 078-806-0306 株式会社ソラスト 東京都港区港南1丁目7番18号

灘 2870201544 パナソニック エイジフリーケアセンター六甲・デイサービス 通所介護 灘区八幡町１丁目９−１６六甲北中ビル１階 平成20年4月1日 078-856-7981 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

灘 2870201585 デイサービスセンターあいむ西灘 通所介護 灘区岩屋北町２丁目４−１ 平成20年8月1日 078-805-1815 医療法人社団ひがしの会 広島県広島市西区井口5丁目4番15号

灘 2870201635 ARC 灘 通所介護 灘区記田町３丁目１−２０ 平成21年5月1日 078-854-9777 株式会社nomane 兵庫県芦屋市打出町６番４号

灘 2870201775 ヒューマンライフケア灘の湯 通所介護 灘区灘北通９丁目１−７ 平成22年7月1日 078-861-6133 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 2870202187 愛ケアサポートデイサービスセンター 通所介護 灘区高徳町六丁目３番１０号 グランディア六甲 STORIA １F 平成25年6月1日 078-856-9722 愛ケアサポート株式会社 兵庫県神戸市東灘区御影石町二丁目１６−１６

灘 2870202948 Ｃａｎｖａｓ 篠原 通所介護 灘区篠原北町2丁目5-15 令和2年1月1日 078-882-5000 株式会社ぱすてる 兵庫県神戸市中央区八雲通４−２−２

灘 2870203136 ＴＲＵＳＴデイサービス 通所介護 灘区土山町１６−1 令和4年7月1日 078-856-5522 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 2875100584 オリンピアデイサービスセンター 通所介護 中央区生田町１丁目２−３２ 平成12年4月1日 078-221-7098 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



中央 2875100667 東部高齢者介護支援センター 通所介護 中央区日暮通５丁目５−８ 平成12年4月1日 078-251-8800 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 2875100915 社会福祉法人すまいる厚生会すまいるデイサービスセンター 通所介護 中央区中山手通４丁目１０−１０ 平成13年8月1日 078-272-0022 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 2875100931 社会福祉法人明倫福祉会介護老人福祉施設ぽー愛 通所介護 中央区港島中町５丁目２ 平成13年8月15日 078-303-0600 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 2875101012 山手さくら苑デイサービスセンター 通所介護 中央区下山手通７丁目１−１６ 平成14年4月15日 078-367-3780 社会福祉法人神戸中央福祉会 兵庫県神戸市中央区下山手通７丁目１−１６

中央 2875101798 デイサービス再度 通所介護 中央区再度筋町１２−４コーポデリカ１Ｆ 平成17年11月15日 078-371-2022 有限会社再度 兵庫県神戸市中央区再度筋町１２−４

中央 2875102036 めぐみデイサービスセンター 通所介護 中央区港島中町３−２−６エバーグリーンポートアイランド１階 平成19年5月1日 078-302-8131 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３−２−６エバーグリーンポートアイランド１階

中央 2875102499 山陽ケアセンター神戸デイサービスいきいき 通所介護 中央区神若通４丁目２番15号 平成22年8月1日 078-291-5056 有限会社山陽メディカル 兵庫県神戸市東灘区西岡本２丁目２６-１-１２２４

中央 2875102697 デイサービスやなしん 通所介護 中央区旗塚通５丁目１−２５ 平成23年12月1日 078-231-2335 医療法人神戸健康共和会 兵庫県神戸市東灘区住吉本町二丁目１９番３号

中央 2875102770 神戸海岸特養ケアセンターデイサービス 通所介護 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 2875103505 脇の浜高齢者介護支援センター 通所介護 中央区脇浜海岸通３丁目２番６号 平成28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 2875104107 ツクイ神戸三宮 通所介護 中央区旭通１−１−１サンピア１１４ 令和2年10月1日 078-230-3522 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 2875104123 デイサービスハミングガーデン 通所介護 中央区筒井町１丁目３番１８号 令和2年12月1日 078-891-3195 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番６号 エバーグリーンポートアイランド１階

中央 2875104404 デイサービスらしく２号館 通所介護 中央区筒井町３丁目２−25 リーガーデン１Ｆ 令和5年4月1日 078-220-9312 株式会社コミクト 兵庫県神戸市中央区筒井町３丁目２番25号

兵庫 2870500010 中道高齢者介護支援センター 通所介護 兵庫区中道通６丁目１−３３ 平成12年4月1日 078-575-7098 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

兵庫 2870500630 デイサービスセンターさとやま 通所介護 兵庫区里山町１−４８ 平成13年3月30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 2870500960 キャナルタウン高齢者介護支援センター 通所介護 兵庫区駅南通５−１−２ 平成15年4月1日 078-681-0080 社会福祉法人フジの会 京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町３７−１

兵庫 2870501612 兵庫在宅福祉センター 通所介護 兵庫区菊水町１０丁目４０番地 平成18年4月1日 078-521-1294 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 2870501646 浜山高齢者介護支援センター 通所介護 兵庫区浜中町１−１６−１８ 平成18年7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 2870501729 デイサービスりんく神戸 通所介護 兵庫区本町１丁目４−２１ 平成19年2月1日 078-652-8651 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 2870501745 ラグナケア千鳥山荘 通所介護 兵庫区千鳥町３丁目５−１ 平成19年4月1日 078-579-6200 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

兵庫 2870501869 パワーリハビリ・デイサービスかみさわ 通所介護 兵庫区下沢通５丁目２−９大地グランハイム１階 平成19年12月1日 078-579-8455 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

兵庫 2870501943 まんてん堂デイサービスセンターひょうご湊 通所介護 兵庫区荒田町３丁目８２番２号 平成20年5月1日 078-512-1081 株式会社ファイブシーズヘルスケア 兵庫県神戸市⾧田区細田町六丁目１番２４号

兵庫 2870501984 ＳＮＯＷ ＰＬＵＭ 通所介護 兵庫区駅前通４丁目１−３２ 平成20年12月15日 078-578-2755 株式会社SNOWPLUM 兵庫県神戸市兵庫区駅前通４丁目１−３２

兵庫 2870502362 アースサポート兵庫 通所介護 兵庫区中道通５丁目１−８ 平成23年10月1日 078-576-9111 アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町１−４−１４

兵庫 2870502974 みどり通所介護センター 通所介護 兵庫区兵庫町１丁目４番６号 平成29年4月1日 078-686-0157 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 2870503097 リハメイトKOBE regain 通所介護 兵庫区湊川町４丁目６−８ 平成27年11月1日 078-579-8448 有限会社リハネット 兵庫県神戸市北区若葉台３丁目２−２

兵庫 2870503378 デイサービス花うさぎ 通所介護 兵庫区大開通２丁目３−２１ フキ神戸ビル２F 平成30年4月1日 078-576-6688 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 2870503410 神戸市立自立センターひょうご 通所介護 兵庫区駅南通5丁目1番1号 平成30年9月1日 078-672-6493 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 兵庫県神戸市須磨区友が丘１丁目１番地

兵庫 2870503428 多機能型障がい者デイセンターひょうご 通所介護 兵庫区駅南通５丁目１番１号 神戸市立中部在宅障害者福祉センター３階 平成30年9月1日 078-672-6489 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 兵庫県神戸市須磨区友が丘１丁目１番地



兵庫 2870503675 リハビリテーションデイ GREEN APPLE 通所介護 兵庫区東山町４丁目１９−１ 令和3年2月1日 078-945-9001 株式会社ＧｒｅｅｎＡｐｐｌｅ 兵庫県神戸市兵庫区上沢通７丁目１−２

北 2875000255 社会福祉法人恩賜財団済生会支部兵庫県済生会ふじの里デイサービスセンター 通所介護 北区藤原台中町５丁目１−２ 平成12年4月1日 078-987-2230 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 2875000404 やすらぎの里道場デイサービスセンター 通所介護 北区道場町塩田３０８０ 平成12年4月1日 078-985-6511 社会福祉法人翔美会 兵庫県神戸市北区道場町塩田３０８０番地

北 2875000412 老人デイサービスセンター八多の里 通所介護 北区八多町中６８１ 平成12年4月1日 078-951-1130 社会福祉法人吉祥会 兵庫県神戸市北区八多町中６８１番地

北 2875000636 さつき園デイサービスセンター 通所介護 北区山田町小部字杉ノ木３−２ 平成12年4月1日 078-594-7711 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 2875001220 デイサービスセンターさくらの家 通所介護 北区八多町中１３６７ 平成16年5月15日 078-952-1088 有限会社健幸会 兵庫県神戸市北区八多町中１３６７

北 2875001337 やすらぎ介護センターつくしが丘 通所介護 北区筑紫が丘４-２-７ 平成16年8月1日 078-586-6500 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 2875001493 ゆうゆう・楽天 通所介護 北区鹿の子台北町４-２４-１１ 平成17年2月1日 078-953-2880 有限会社ゆうゆう楽天 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町４-２４-１１

北 2875001519 なごみ介護センターなごみデイサービス 通所介護 北区山田町下谷上かんじゃ７−３ 平成17年2月1日 078-586-0758 医療法人社団恕和会 兵庫県神戸市北区松が枝町３丁目１ー７４

北 2875001816 デイサービスセンターこんぺいとう 通所介護 北区山田町下谷上字門口10-3 平成18年7月1日 078-583-0894 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 2875002061 さくらホームデイサービスセンター 通所介護 北区山田町小部字惣六畑山８−１８ 平成20年1月1日 078-596-6622 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 2875002129 デイサービスセンターまほしの里 通所介護 北区有野町唐櫃字東垣２９１−１ 平成20年7月1日 078-982-1555 医療法人社団まほし会 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々谷１２−３

北 2875002160 鈴の音リハビリテーションセンター 通所介護 北区山田町小部字大脇山１７−１ 平成21年3月1日 078-596-6550 有限会社フェニックス 兵庫県神戸市垂水区桃山台２丁目１６６４−４５

北 2875002194 サニーリハトレセンター 通所介護 北区有野中町３丁目１７−８ 平成21年7月1日 078-981-8598 株式会社Packʼs 兵庫県神戸市北区有野中町３丁目１７−８

北 2875002319 デイサービスストロベリー 通所介護 北区有野町二郎字西浦３８３ 平成22年1月1日 078-982-6688 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 2875002434 リハビリデイサービスすまぁと 通所介護 北区北五葉１丁目５−１ 平成22年7月1日 078-907-5310 株式会社神戸在宅リハビリテーション事業団 兵庫県神戸市須磨区多井畑東町１７−８

北 2875002608 デイサービス笑楽岡場 通所介護 北区藤原台中町1丁目２−２エコール・リラ１Ｆ 平成23年11月1日 078-987-3009 株式会社ビオネスト 兵庫県神戸市中央区御幸通二丁目1番6号 ジェイルミナ三宮ビル801

北 2875002871 リハビリクラブスキップ 通所介護 北区有野町有野９２２−１ 平成25年8月1日 078-982-3768 有限会社桃李 兵庫県神戸市北区有野台七丁目３番の７

北 2875002913 やすらぎの里神戸赤松台デイサービスセンター 通所介護 北区赤松台１丁目１−７７ 平成25年10月1日 078-986-8228 社会福祉法人翔美会 兵庫県神戸市北区道場町塩田字東山岡３０８０番地

北 2875003143 おもいやり 通所介護 北区有野町唐櫃29-6 平成26年12月1日 078-981-5627 医療法人社団医啓会 兵庫県神戸市北区有野台2丁目1-9

北 2875003168 パワーリハ山之街 通所介護 北区緑町３丁目２番４７号 ソレアード山之街１階 平成27年1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

北 2875003234 デイサービスセンター レックオール 通所介護 北区鈴蘭台南町三丁目１２番１４号 平成27年4月1日 078-959-5252 株式会社ソリシス 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町三丁目１２番１４号

北 2875003333 ポラリスデイサービスセンター谷上 通所介護 北区谷上西町15-10 平成28年2月1日 078-586-5525 株式会社ポラリス 兵庫県宝塚市旭町３−９−１ ポラリス本社ビル２Ｆ

北 2875003366 デイサービス駒どりの郷 通所介護 北区西大池２丁目７番４１号 平成28年4月1日 078-583-3100 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

北 2875003515 ネオライフサポート デイサービスセンター 通所介護 北区八多町中８８８番地 平成29年2月6日 078-951-1327 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 2875003572 デイサービスセンターみねのさと 通所介護 北区藤原台中町２丁目２番３号 平成29年9月1日 078-987-0128 株式会社みねのさと 兵庫県神戸市北区藤原台中町２丁目２番３号

北 2875003689 しあわせの菜の花畑デイサービスセンター 通所介護 北区菖蒲が丘１丁目１４−２ 平成30年7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 2875003721 あさひリハリゾート 通所介護 北区星和台１丁目１６番地の１２０ 平成31年1月1日 078-907-6958 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３−１１−１１

北 2875003853 デイサービスセンター レックオール 北鈴蘭台 通所介護 北区甲栄台三丁目４番１０号 ベラジュール北鈴蘭台１階 令和2年4月1日 078-771-1164 株式会社ソリシス 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町三丁目１２番１４号



北 2875003887 リハ・タイム 通所介護 北区西大池２丁目２６番２号 令和2年7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 2875003945 ツクイ神戸西山 通所介護 北区西山１−１５−９ 令和2年10月1日 078-950-1500 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 2875003960 ツクイ神戸松宮台 通所介護 北区松宮台２−１−９ 令和2年10月1日 078-596-5656 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 2875004059 さくらガーデン デイサービス 通所介護 北区⾧尾町上津４６５８番地の６ 令和3年9月1日 078-986-6571 社会福祉法人愛寿会 兵庫県神戸市北区⾧尾町上津４６５８−６

北 2875004141 ハートフリーコンフォール 通所介護 北区筑紫が丘４丁目１-３ 筑紫が丘店舗A区画 令和4年6月1日 078-907-5115 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

⾧田 2870600083 デイサービスセンターいたやど 通所介護 ⾧田区庄山町２丁目１−５ 平成12年4月1日 078-643-4126 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 2870600109 ⾧田在宅福祉センター 通所介護 ⾧田区腕塚町２丁目１−２８ 平成12年4月1日 078-611-2015 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 兵庫県神戸市中央区磯上通３丁目１−３２こうべ市民福祉交流センター４階

⾧田 2870600190 西部高齢者介護支援センター（高齢者ケアセンターながたデイサービス） 通所介護 ⾧田区北町３丁目３ 平成12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 2870600224 特別養護老人ホーム⾧田すみれ園デイサービスセンター 通所介護 ⾧田区鹿松町２丁目９−４３ 平成12年4月1日 078-691-8008 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市⾧田区鹿松町２−９−４３

⾧田 2870600349 デイサービス故郷の家・神戸 通所介護 ⾧田区東尻池町７丁目４−２１ 平成13年5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 2870600810 デイサービスあおぞら 通所介護 ⾧田区久保町１丁目２−１６ 平成15年12月1日 078-641-2688 有限会社エーアンドエス 兵庫県神戸市北区惣山町４丁目１３−１０

⾧田 2870600919 デイサービスセンターふれんど神戸 通所介護 ⾧田区房王寺町７丁目１−７ 平成16年4月1日 078-646-9595 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

⾧田 2870600968 デイサービスふたば 通所介護 ⾧田区二葉町５丁目１−１−１０１ 平成16年4月1日 078-642-8628 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 2870601016 ⾧田すみれデイサービスセンター 通所介護 ⾧田区御蔵通５丁目205-3 平成16年5月1日 078-574-0788 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

⾧田 2870601784 パワーリハビリ・デイサービスはやしやま 通所介護 ⾧田区林山町７−５ 平成19年12月1日 078-646-7223 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 2870601859 有限会社デイサービスセンターサクラ 通所介護 ⾧田区菅原通１丁目９−６金城ビル４Ｆ 平成20年6月1日 078-579-6372 有限会社デイサービスセンターサクラ 兵庫県神戸市⾧田区菅原通１−９−６

⾧田 2870601917 デイサービスセンター福 通所介護 ⾧田区腕塚町７丁目６−１０ 平成21年4月1日 078-747-0229 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 2870602121 まんてん堂デイサービスセンター新⾧田 通所介護 ⾧田区細田町６丁目１番２４号 平成22年6月1日 078-612-8010 株式会社ファイブシーズヘルスケア 兵庫県神戸市⾧田区細田町六丁目１番２４号

⾧田 2870602204 ＡＲＣ御蔵通 通所介護 ⾧田区御蔵通５丁目１４−２ 平成23年2月1日 078-511-9696 株式会社あらたか 兵庫県西宮市甲子園春風町3番27号

⾧田 2870602220 ポラリスデイサービスセンター⾧田 通所介護 ⾧田区大道通1-14フレール⾧田 平成23年3月1日 078-612-1555 株式会社ポラリス 兵庫県宝塚市旭町３−９−１ ポラリス本社ビル２Ｆ

⾧田 2870602311 ケアプラザそよ風ながた 通所介護 ⾧田区腕塚町６丁目１−３１アスタくにづか２番館南棟 平成23年7月1日 078-646-9022 株式会社兵庫福祉サービス 兵庫県神戸市⾧田区大橋町５丁目３番１ アスタプラザイースト３０７

⾧田 2870602501 総合福祉サービス愛ランド⾧田 通所介護 ⾧田区御蔵通二丁目１３番１号ウイング神戸１F 平成24年8月1日 078-521-8008 株式会社グレイトフルハート 兵庫県神戸市⾧田区御蔵通二丁目１３番１号ウイング神戸１F

⾧田 2870602626 リハビリパートナー オーカ 通所介護 ⾧田区神楽町２丁目３−１−１０１ 平成25年10月1日 078-381-7629 株式会社ＣａｒｅＧａｒｄｅｎ 兵庫県神戸市⾧田区松野通１丁目５−２２ 片岡商事ビル２階

⾧田 2870602709 かがやきデイサービス神戸 通所介護 ⾧田区東尻池町6-3-29 平成26年6月1日 078-686-1240 株式会社やまねメディカル 東京都中央区日本橋室町1丁目2番6号

⾧田 2870602824 デイサービス ソラスト新⾧田 通所介護 ⾧田区松野通三丁目３番３号 キャッツビル１０１号室 平成26年11月1日 078-647-6311 株式会社ソラスト 東京都港区港南1丁目7番18号

⾧田 2870603111 医療法人社団十善会 野瀬通所介護施設りあん 通所介護 ⾧田区久保町３丁目９番１号 平成28年8月1日 078-641-6800 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 2870603319 ワークみくら 通所介護 ⾧田区御蔵通４丁目２０５-２ 平成31年4月1日 078-515-4546 社会福祉法人神戸育成会 兵庫県神戸市⾧田区御蔵通４丁目２０５-２

⾧田 2870603459 ツクイ神戸板宿 通所介護 ⾧田区⾧尾町２−４−５ 令和2年10月1日 078-646-7174 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

⾧田 2870603525 Days 鷹取 通所介護 ⾧田区若松町１１丁目５番１７号 グレイス若松102号室 令和3年12月1日 078-754-6176 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 2870603590 リハビリテーションデイ GREEN APPLE west 通所介護 ⾧田区上池田３丁目１８−２２惣町サンハイツ１号棟 令和4年4月1日 078-647-9014 株式会社ＧｒｅｅｎＡｐｐｌｅ 兵庫県神戸市兵庫区上沢通７丁目１−２

⾧田 2870603640 デイサービスセンター いばしょ 通所介護 ⾧田区御屋敷通４丁目１番17号 令和4年8月1日 078-798-5562 株式会社キャスキット 兵庫県神戸市兵庫区塚本通７丁目２−17−704号

⾧田 2870603699 ふれあいホーム 通所介護 ⾧田区三番町１丁目４−１ 令和5年1月1日 078-515-8200 社会福祉法人神戸サルビア福祉会 兵庫県神戸市⾧田区三番町１丁目４−１

⾧田 2870603707 パワーリハみくら 通所介護 ⾧田区御蔵通５丁目205−１ Soleadoみくら 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 2870700289 デイサービスセンター友が丘ＹＵＡＩ 通所介護 須磨区友が丘３丁目１２６番地 平成12年4月1日 078-792-2340 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 2870700321 神港園デイサービス白川 通所介護 須磨区白川台１丁目３５−３ 平成12年4月1日 078-793-8071 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 2870700362 愛の園デイサービスセンター 通所介護 須磨区妙法寺字野路山１０５３ 平成12年4月1日 078-741-8750 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 2870700883 あいハート須磨デイサービスセンター 通所介護 須磨区松風町４丁目２−２６ 平成15年4月1日 078-737-2525 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 2870701121 デイサービスそよ風 通所介護 須磨区大池町５丁目１６−４ 平成16年6月1日 078-739-6933 株式会社兵庫福祉サービス 兵庫県神戸市⾧田区大橋町５丁目３番１ アスタプラザイースト３０７

須磨 2870701337 須磨シニアコミュニティデイサービスセンター 通所介護 須磨区外浜町３丁目３-１８ 平成17年4月1日 078-737-3737 社会福祉法人弘英会 兵庫県神戸市西区神出町南字谷畑３６８番地１１９

須磨 2870701717 デイサービスやまもも 通所介護 須磨区白川台３丁目６３−１ 平成19年9月1日 078-792-2210 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 2870701899 リベロスタジオリハ・リハ 通所介護 須磨区高倉台1丁目1番2号 平成21年3月1日 078-739-0303 株式会社ＲＥＨＡ・ＬＩＢＥＲＯ 兵庫県神戸市垂水区学が丘１丁目12-11

須磨 2870702020 デイサービスセンター宙 通所介護 須磨区神の谷５丁目２−２ 平成22年4月1日 078-797-7002 社会福祉法人友朋会 兵庫県川西市久代6丁目1番90号

須磨 2870702079 ヒューマンライフケア板宿の湯 通所介護 須磨区大田町５丁目３番２４号 平成22年7月1日 078-736-0102 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

須磨 2870702111 デイサービスじゅげむ 通所介護 須磨区車字口中ノ尾７３７−１ 平成22年12月1日 078-741-3601 LIBERA株式会社 兵庫県神戸市須磨区車字口中ノ尾737-1

須磨 2870702244 セントケア須磨デイサービス 通所介護 須磨区菅の台６丁目２５ 平成23年10月1日 078-794-1081 セントケア西日本株式会社 兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目４−４ブックローン神戸ビル西館９階

須磨 2870702368 KOBE須磨きらくえんデイサービス 通所介護 須磨区車字菅ノ池1351-14 平成24年6月1日 078-747-3001 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 2870702418 有限会社ディサービスセンターサクラ・スマ 通所介護 須磨区飛松町４丁目43 ヌォーヴァヴィータ１Ｆ 平成24年9月1日 078-731-1818 有限会社デイサービスセンターサクラ 兵庫県神戸市⾧田区菅原通１−９−６

須磨 2870702483 フェニックス 須磨センター 通所介護 須磨区権現町３−６−４東須磨プラザ１F 平成25年4月1日 078-739-5820 有限会社フェニックス 兵庫県神戸市垂水区桃山台二丁目１６６４番地の４５

須磨 2870702491 すこやかトレーニングスタジオ白川 通所介護 須磨区白川台６丁目１２番地の３ 森ビル３階 平成25年4月1日 078-797-6377 株式会社すこやかライフ 兵庫県神戸市垂水区本多聞６丁目１０−２９

須磨 2870703051 KOBE須磨きらくえんデイサービス げんき・須磨 通所介護 須磨区妙法寺字菅ノ池６８４−１ 平成30年4月1日 078-747-0064 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 2870703226 Ｔラボスタジオ リハ・リハ 通所介護 須磨区前池町3丁目4番1号 VIVA TOWN 令和1年9月1日 078-739-0177 株式会社ＲＥＨＡ・ＬＩＢＥＲＯ 兵庫県神戸市垂水区学が丘１丁目12-11

須磨 2870703267 AQUS 通所介護 須磨区車字仏坂816 令和2年6月1日 078-741-0620 合同会社AQUS 兵庫県神戸市須磨区横尾８丁目１−１・４３−４０３

須磨 2870703317 ツクイ神戸北落合 通所介護 須磨区北落合２丁目１０番１３ 令和2年10月1日 078-797-8431 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

須磨 2870703382 生活機能強化型デイサービス DEKIRUスタジオ リハ・リハ 通所介護 須磨区飛松町２丁目５−１７ 令和3年4月1日 078-739-0750 株式会社ＲＥＨＡ・ＬＩＢＥＲＯ 兵庫県神戸市垂水区学が丘１丁目12-11

須磨 2870703481 スマイルこすもす 通所介護 須磨区大田町7丁目3番15号 令和4年4月1日 078-739-1291 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 兵庫県神戸市中央区磯上通３丁目１−３２こうべ市民福祉交流センター４階

須磨 2870703523 ＡｎｙＣａｒｅ白川リハビリ特化型デイサービス 通所介護 須磨区白川台３丁目６１−２ アニモン白川１階 令和4年10月1日 078-754-6727 株式会社Ｓ＆Ｈ 兵庫県神戸市垂水区名谷町湯屋谷２２５１

垂水 2870800055 本多聞高齢者介護支援センター 通所介護 垂水区本多聞７丁目２−２ 平成12年4月1日 078-783-5001 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 2870800337 オービーホームデイサービスセンター 通所介護 垂水区名谷町字猿倉２７３−７ 平成12年4月1日 078-706-9488 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 2870800352 しあわせ家族デイサービスセンター 通所介護 垂水区桃山台７丁目１−１７ 平成12年4月1日 078-755-5651 株式会社しあわせ家族 兵庫県神戸市垂水区桃山台７丁目１−１７

垂水 2870800402 桃山台ホームデイサービスセンター 通所介護 垂水区桃山台５丁目１１３９番地３ 平成12年4月1日 078-751-0006 社会福祉法人恵生会 兵庫県神戸市垂水区桃山台５丁目１１３９−３

垂水 2870800485 デイサービスセンターふるさと 通所介護 垂水区塩屋町６丁目３８−８ 平成12年4月14日 078-752-8349 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 2870800543 デイサービスセンターファボール星陵 通所介護 垂水区星陵台４丁目４−４３ 平成12年8月15日 078-787-7377 社会福祉法人神戸協和会 兵庫県神戸市灘区鶴甲１−５−１

垂水 2870800584 舞子台ホームデイサービスセンター 通所介護 垂水区舞子台７丁目２−１ 平成13年1月4日 078-785-8666 社会福祉法人昌風会 兵庫県神戸市垂水区舞子台７丁目２番１号

垂水 2870801269 株式会社リエゾン 通所介護 垂水区名谷町字中坊６０−１０ 平成17年8月1日 078-707-5710 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 2870801475 フェニックスリハビリテーションセンター 通所介護 垂水区桃山台２丁目１６６４−４５ 平成16年12月1日 078-755-0450 有限会社フェニックス 兵庫県神戸市垂水区桃山台２丁目１６６４−４５

垂水 2870801707 げんき・もりもり王居殿 通所介護 垂水区王居殿３丁目９番４号 平成17年9月1日 078-755-5220 有限会社じゅん 兵庫県神戸市垂水区城が山５丁目１４−１０

垂水 2870801855 アップ・リハビリセンター 通所介護 垂水区名谷町1777-1 平成18年1月15日 078-706-7000 株式会社アズール 兵庫県神戸市垂水区名谷町1777-1

垂水 2870801913 垂水在宅福祉センター 通所介護 垂水区平磯１−２−５垂水年金会館２階 平成18年4月1日 078-751-1294 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 2870802085 塩屋さくら苑デイサービスセンター 通所介護 垂水区塩屋町４丁目２５−１１ 平成19年5月1日 078-755-5671 社会福祉法人神戸中央福祉会 兵庫県神戸市中央区下山手通７丁目１−１６

垂水 2870802259 パナソニック エイジフリーケアセンター垂水・デイサービス 通所介護 垂水区瑞ケ丘７−１４グランツ垂水 平成20年4月1日 078-709-2003 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

垂水 2870802358 げんきトレーニングセンター向陽 通所介護 垂水区向陽２丁目６−２６ 平成20年9月1日 078-707-4500 有限会社じゅん 兵庫県神戸市垂水区城が山５丁目１４−１０

垂水 2870802580 すこやかトレーニングスタジオ 通所介護 垂水区本多聞２丁目３４−１４ ザ・ライフ本多聞 平成22年6月1日 078-787-8565 株式会社すこやかライフ 兵庫県神戸市垂水区本多聞６丁目１０−２９

垂水 2870802622 ヒューマンライフケアたるみ乃湯 通所介護 垂水区本多聞４丁目１ 新多聞団地２６３号棟１０１号室 平成22年7月1日 078-781-7357 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

垂水 2870802739 すこやかトレーニング第２スタジオ 通所介護 垂水区本多聞３丁目５−２０ 平成23年6月1日 078-787-3556 株式会社すこやかライフ 兵庫県神戸市垂水区本多聞６丁目１０−２９

垂水 2870802754 げんきトレーニングセンター多聞 通所介護 垂水区南多聞台６丁目１０番５号 平成23年6月1日 078-787-7381 有限会社じゅん 兵庫県神戸市垂水区城が山５丁目１４−１０

垂水 2870802861 トレーニングステーションファイン 通所介護 垂水区大町５丁目５−２７ 平成24年1月1日 078-647-7160 ファインラボ株式会社 兵庫県神戸市垂水区大町５丁目５−２７

垂水 2870802879 ひだまりデイサービスすず 通所介護 垂水区泉が丘１丁目８−３−２ 平成24年1月1日 078-751-3210 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 2870803166 デイサービス リエゾン星が丘 通所介護 垂水区星が丘１丁目１番３２号 平成25年10月1日 078-706-0045 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 2870803190 ドレミリハビリテーションセンター垂水 通所介護 垂水区大町１丁目１番１１号 平成26年1月1日 078-704-3330 株式会社リライフ 兵庫県神戸市垂水区大町一丁目１番１１号

垂水 2870803307 アルクスタジオ リハ・リハ 通所介護 垂水区名谷町字横尾１８２５番地１ 平成26年5月1日 078-797-5857 株式会社ＲＥＨＡ・ＬＩＢＥＲＯ 兵庫県神戸市垂水区学が丘１丁目12-11

垂水 2870803331 かがやきデイサービス垂水 通所介護 垂水区福田1-2-2 平成26年6月1日 078-708-1471 株式会社やまねメディカル 東京都中央区日本橋室町1丁目2番6号

垂水 2870803349 さん舞子神港園デイサービスセンター 通所介護 垂水区五色山7丁目12-38 平成26年8月1日 078-704-2099 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 2870803380 オアシス向陽 デイサービスセンター 通所介護 垂水区向陽３丁目１−２７ 平成26年10月1日 078-704-3860 社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会 兵庫県伊丹市中央4丁目5番6号

垂水 2870803513 げんき・もりもり南多聞 通所介護 垂水区南多聞台６丁目１０番５号 平成27年7月1日 078-742-6241 有限会社じゅん 兵庫県神戸市垂水区城が山５丁目１４番１０号

垂水 2870803638 リハビリセンター りらいふ舞子 通所介護 垂水区星陵台１丁目９番５号 リヴェールメイ垂水１０１号 平成28年5月1日 078-647-7668 株式会社リライフ 兵庫県神戸市垂水区大町一丁目１番１１号

垂水 2870803679 福田デイサービスセンター 彩樹の家 通所介護 垂水区福田４丁目４番２５号 平成28年9月1日 078-798-6216 株式会社イーノ 兵庫県神戸市垂水区御霊町5番26号

垂水 2870803703 ARC舞多聞 通所介護 垂水区舞多聞西５丁目１番４号 平成29年3月1日 078-785-9696 株式会社あらたか 兵庫県西宮市甲子園春風町３−２７



垂水 2870803786 エクレ小束台デイサービスセンター 通所介護 垂水区小束台８６８−１１３４ 平成29年4月1日 078-794-2710 社会福祉法人甲有会 兵庫県神戸市東灘区御影石町一丁目１番３２号

垂水 2870803851 パワーリハ垂水 通所介護 垂水区野田通9-10 平成29年7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

垂水 2870803950 倖糸 通所介護 垂水区塩屋北町３丁目６−７ 平成30年6月1日 078-755-5658 有限会社フェニックス 兵庫県神戸市垂水区桃山台２丁目１６６４−４５

垂水 2870804073 フォレストケアデイサービスセンター 通所介護 垂水区旭が丘１丁目９番６０号 平成31年4月1日 078-704-5320 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 2870804131 アメイジングステーションファイン 通所介護 垂水区城が山2丁目1-7 シーサイド城が山101 令和1年7月1日 078-797-5601 ファインラボ株式会社 兵庫県神戸市垂水区大町5丁目5-27

垂水 2870804149 デイサービスセンター神戸垂水ちどり 通所介護 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 2870804206 リハビリテーションラボ スリーツリー 通所介護 垂水区王居殿3丁目25-1 令和1年9月1日 078-742-6411 multiplypluscommunity合同会社 兵庫県淡路市岩屋905番地

垂水 2870804230 ARC×me-boi東垂水 通所介護 垂水区青山台7丁目6番1号 令和1年11月1日 078-753-9696 株式会社あらたか 兵庫県西宮市甲子園春風町３−２７

垂水 2870804347 ツクイ神戸多聞台 通所介護 垂水区多聞台２−２−７ 令和2年10月1日 078-787-3172 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

垂水 2870804412 リハビリテーションラボ スリーツリーmaiko 通所介護 垂水区舞子台５丁目１−２０ 令和3年8月1日 078-781-2335 ｍｕｌｔｉｐｌｙｐｌｕｓｃｏｍｍｕｎｉｔｙ合同会社 兵庫県神戸市垂水区王居殿3丁目２５−1

垂水 2870804453 生活介護 シェリー 通所介護 垂水区上高丸１丁目８-１６ 春美ビル 令和3年11月1日 078-706-4141 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 2870804511 Tryus (トライアス舞子） 通所介護 垂水区舞子台２丁目９−１３ 令和4年4月1日 078-754-7062 アシックストライアスサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区港島中町７丁目１番１

垂水 2870804529 デイサービス元気塾せいほう 通所介護 垂水区名谷町丸尾４５１ 令和4年6月1日 078-704-1730 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

垂水 2870804578 ふるさとｍｉｎｅ 通所介護 垂水区青山台４−７−１４ 令和4年10月1日 078-755-0115 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番８号

垂水 2870804586 ゆめの家 通所介護 垂水区城が山１丁目６−22 令和5年1月1日 078-752-7111 美・ＣＯＳＭＯＳ株式会社 兵庫県神戸市北区八多町中19番地の１

西 2875200533 デイサービスセンター サンホーム神戸西 通所介護 西区平野町印路８８７−８ 平成12年4月1日 078-961-5200 社会福祉法人神戸日の出会 兵庫県神戸市西区平野町印路字下四ッ塚８８７−８

西 2875200608 神出シニアコミュニティデイサービスセンター 通所介護 西区神出町南字谷畑３６８−１１９ 平成12年4月1日 078-965-3080 社会福祉法人弘英会 兵庫県神戸市西区神出町南字谷畑３６８番地１１９

西 2875200657 デイサービスセンターながさか 通所介護 西区伊川谷町⾧坂８００ 平成12年4月1日 078-974-4812 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

西 2875200665 大慈デイサービスセンター 通所介護 西区櫨谷町⾧谷１３−１ 平成12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 2875200905 西神の里 通所介護 西区岩岡町古郷２８８８ 平成13年4月1日 078-967-7151 社会福祉法人大樹会 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷２８８８

西 2875201309 西神中央デイサービス 通所介護 西区竹の台６丁目４−２ 平成15年9月1日 078-993-6661 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 2875201739 カトレアデイサービスセンター 通所介護 西区南別府２丁目１５−９カトレア総合医療ビル 平成16年8月1日 078-974-7753 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 2875201796 デイサービスセンターほっと倶楽部 通所介護 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 2875202018 西神戸リハビリ・コンディショニングユニットデイサービスセンターリハ・リハ 通所介護 西区前開南町２丁目１３−５ 平成17年4月1日 078-976-5566 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 2875202166 たかわの里 通所介護 西区押部谷町高和１０１７ 平成17年9月1日 078-994-6166 株式会社アーチ 兵庫県神戸市中央区下山手通３−１２−１

西 2875202174 デイサービスセンターつどい 通所介護 西区枝吉１丁目２２６−１ 平成17年9月1日 078-920-1750 アイ商事有限会社 兵庫県神戸市⾧田区梅ケ香町１丁目１８−６

西 2875202257 デイサービスセンターハートケア白水 通所介護 西区白水2丁目10-28 平成17年11月1日 078-975-8104 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 2875202463 ケアパートナー伊川谷 通所介護 西区伊川谷町有瀬７９７−１ 平成18年8月1日 078-977-0898 ケアパートナー株式会社 東京都品川区南大井6-20-14

西 2875202489 フェニックスリハビリテーションセンター西神 通所介護 西区押部谷町栄252 平成18年8月1日 078-998-0655 有限会社フェニックス 兵庫県神戸市垂水区桃山台２−１６６４−４５



西 2875202588 デイサービスセンターマイホーム西神戸 通所介護 西区玉津町西河原七反田５１−７ 平成19年2月15日 078-911-8222 株式会社ライフアンドコミュニティ 兵庫県神戸市西区玉津町西河原七反田５１−７

西 2875202836 ベストケア・デイサービスセンター王塚台 通所介護 西区王塚台２丁目７４番地 平成21年4月1日 078-921-1005 ベストケア株式会社 愛媛県松山市中村２丁目７番３３号

西 2875202943 デイサービスセンターアヴィ 通所介護 西区神出町宝勢字大歳谷７７４−１６７ 平成22年2月1日 078-965-1336 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 2875203008 デイサービスセンターおれんじ 通所介護 西区伊川谷町有瀬９３４−１ 平成22年4月1日 078-976-0015 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番地の２

西 2875203073 リーバルスタジオ リハ・リハ 通所介護 西区北別府１丁目３−２ 平成22年6月1日 078-995-8641 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 2875203107 デイサービスセンターつどい岩岡 通所介護 西区岩岡町岩岡字谷北４２５−３ 平成22年11月1日 078-967-4343 アイ商事有限会社 兵庫県神戸市⾧田区梅ケ香町１丁目１８−６

西 2875203172 ラグナケア春日台 通所介護 西区春日台７丁目４５−２ 平成23年4月1日 078-963-2900 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 2875203214 デイサービスセンターふるさと有瀬 通所介護 西区伊川谷町有瀬３１−１ 平成23年5月1日 078-976-8349 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

西 2875203255 デイサービスやん和り 通所介護 西区白水１丁目４０−２ 平成23年7月1日 078-203-1525 株式会社プティ・タ・プティ 兵庫県神戸市垂水区西舞子８丁目２０−３２

西 2875203404 デイサービスセンターりんご 通所介護 西区月が丘５丁目１−１３ 平成23年12月1日 078-995-0017 株式会社落合組 兵庫県神戸市須磨区北落合４丁目３８−２

西 2875203420 神港園シルビアデイサービスセンター 通所介護 西区神出町東１１８８−３４５ 平成24年1月1日 078-965-1407 社会福祉法人神港園 兵庫県神戸市西区神出町東１１８８−３４５

西 2875203594 げんきトレーニングセンター枝吉 通所介護 西区枝吉２丁目６２番２号 平成24年11月1日 078-929-8120 有限会社じゅん 兵庫県神戸市垂水区城が山５丁目１４番１０号

西 2875203867 デイサービス 昭和の隠れ家 通所介護 西区伊川谷町⾧坂９０１−１ 平成25年10月1日 078-945-5131 有限会社ノジマ設計工房 兵庫県加古川市尾上町⾧田５２４−８

西 2875203925 かがやきデイサービス明石朝霧 通所介護 西区伊川谷町有瀬８１８−１ 平成25年12月1日 078-974-5081 株式会社やまねメディカル 東京都中央区日本橋室町1丁目2番6号

西 2875204105 リ・ハビット西神戸デイサービスセンター 通所介護 西区水谷２丁目４−２１ 平成26年11月1日 078-919-6677 株式会社サンウッド 兵庫県神戸市垂水区舞多聞西6丁目1-3

西 2875204188 デイサービスファーストクラス 通所介護 西区美穂が丘５丁目１０１−８ 平成27年4月1日 078-915-7076 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 2875204295 デイサービス きたえるーむ神戸押部谷 通所介護 西区押部谷町木見609 平成27年11月1日 078-995-7401 ナイサー株式会社 兵庫県神戸市東灘区深江北町3丁目9-11

西 2875204311 デイサービスセンター三芳苑 通所介護 西区伊川谷町潤和1447-1 平成28年4月1日 078-975-0505 社会福祉法人松風会 兵庫県加古川市平岡町一色85-1

西 2875204691 ブルーミングケア神戸西 通所介護 西区宮下１丁目１０番１８号 平成30年11月1日 078-940-6130 株式会社CareNation 東京都千代田区神田淡路町2丁目3番12号

西 2875204733 出逢いデイサービス 通所介護 西区玉津町出合３１５-１ リヴェール愛 １Ｆ号室 平成31年3月1日 078-778-4610 合同会社温もり介護 兵庫県明石市東野町７番地の１ ロイヤルコーポ朝霧６１０号

西 2875204774 デイサービススイッチオン神戸西 通所介護 西区森友5丁目5番地 令和1年9月1日 078-929-8185 株式会社スイッチオンサービス 兵庫県伊丹市鴻池３丁目１６−１０

西 2875204824 神戸ゆいゆいの杜 通所介護 西区櫨谷町栃木字勝負谷419番地 令和1年11月1日 078-996-0880 株式会社Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ 兵庫県明石市茶園場町4番23号

西 2875204832 エイトスタジオ リハ・リハ 通所介護 西区前開南町1丁目5-24 令和1年12月1日 078-978-5112 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 2875204899 スタジオデイズ 通所介護 西区伊川谷町有瀬1248-1 令和2年5月1日 078-939-3165 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

西 2875204923 Tryus (トライアス神戸西） 通所介護 西区竜が岡１丁目１８番１６号 令和2年7月1日 078-969-2331 アシックストライアスサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区港島中町７丁目１番１号

西 2875204956 ツクイ神戸伊川谷 通所介護 西区伊川谷町潤和１４２５−４ 令和2年10月1日 078-974-5871 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 2875204964 ツクイ神戸学園東町 通所介護 西区学園東町６−２−１０ 令和2年10月1日 078-797-7622 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 2875204972 ツクイ神戸竜が岡 通所介護 西区竜が岡４丁目１−２ 令和2年10月1日 078-969-2553 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 2875204980 ツクイ神戸秋葉台 通所介護 西区押部谷町木幡字宇津木原３３-３ 令和2年10月1日 078-998-0810 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 2875205037 スマイルなでしこ 通所介護 西区春日台５丁目１７４番地１０ 令和3年1月1日 078-962-5524 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 兵庫県神戸市中央区磯上通３丁目１−３２こうべ市民福祉交流センター４階

西 2875205052 コンパスウォーク西神戸 通所介護 西区持子１丁目２１９番 令和3年4月1日 078-965-6552 グッドフェローズ株式会社 兵庫県明石市小久保６丁目７番地の１６プレステージ西明石Ⅵ−４０３号

西 2875205060 デイサービスセンター岩岡の郷 通所介護 西区岩岡町岩岡６５６番地の２ 令和3年4月1日 078-967-5566 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

西 2875205086 Tryus (トライアス西神中央） 通所介護 西区春日台３丁目３ー２３ 令和3年4月1日 078-920-8250 アシックストライアスサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区港島中町７丁目１番１

西 2875205094 ブルーミングケア南別府 通所介護 西区南別府３丁目７番９ 令和3年10月1日 078-975-5515 株式会社弍拾六 兵庫県神戸市北区君影町１丁目２番１２−１１０６

西 2875205151 すこやかトレーニングスタジオ神戸西 通所介護 西区櫨谷町⾧谷７２番２ 令和4年11月1日 078-990-5546 株式会社すこやかライフ 兵庫県神戸市垂水区本多聞６丁目１０番２９号

西 2875205185 デイサービスセンター サンホーム西神 通所介護 西区高塚台５丁目13 令和5年1月1日 078-997-5555 社会福祉法人神戸日の出会 兵庫県神戸市西区平野町印路字下四ッ塚887−８

西 2875205227 ピーチデイサービス伊川谷 通所介護 西区北別府１丁目３−１ 令和5年3月1日 078-964-5097 株式会社桃吉 兵庫県神戸市西区王塚台７丁目99番地


