
区 介護保険事業所番号 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-直通電話番号事業所-FAX番号 申請者-法人名
中央 2815103383 生田診療所 居宅介護支援 中央区下⼭⼿通9丁⽬１−３ 平成12年4月1日 078-351-0251 078-351-0252 医療法人神⼾健康共和会

中央 2865190041
公益社団法人 兵庫県看護協会神⼾
訪問看護ステーション

居宅介護支援
中央区下⼭⼿通５丁⽬６−２４兵庫県看護
協会会館１階

平成12年4月1日 078-341-1201 078-341-0955 公益社団法人兵庫県看護協会

中央 2875100063 神⼾⾼齢者ケアセンター真愛 居宅介護支援
中央区日暮通５丁⽬５−８神⼾⾼齢者総合
ケアセンター1F

平成12年4月1日 078-251-8800 078-251-8122 社会福祉法人イエス団

中央 2875100097 ミヤノ健康ショップモイヤン神⼾店 居宅介護支援 中央区楠町５丁⽬４番８号 平成12年4月1日 078-371-2130 078-371-2931 宮野医療器株式会社

中央 2875100196
社会福祉法人光朔会オリンピア居宅
介護支援事業所

居宅介護支援 中央区生田町１丁⽬２−３２ 平成12年4月1日 078-242-0909 078-241-3745 社会福祉法人光朔会

中央 2875100246 脇の浜⾼齢者介護支援センター 居宅介護支援 中央区脇浜海岸通３丁⽬２−６ 平成12年4月1日 078-221-5566 078-221-4800 社会福祉法人やすらぎ福祉会

中央 2875100279
コウダイケアサービス居宅介護支援
事業所

居宅介護支援
中央区八幡通３丁⽬１番１４号サンシポー
トビル3F

平成12年4月1日 078-891-7307 078-271-8270 コウダイケアサービス株式会社

中央 2875100303 東川崎⾼齢者ケアセンター真愛 居宅介護支援 中央区東川崎町６丁⽬１−１２ 平成12年4月1日 078-685-6800 078-651-2555 社会福祉法人イエス団
中央 2875100519 神⼾ＹＷＣＡまごの⼿ 居宅介護支援 中央区⼆宮町１−１２−１０ 平成12年4月1日 078-231-3156 078-231-6692 公益財団法人神⼾YWCA

中央 2875100600
スミリンケアライフ株式会社摩耶ス
テーション

居宅介護支援
中央区脇浜町2丁⽬11番14号 現代神⼾ビ
ル1階

平成12年4月1日 078-570-1165 078-291-5380 スミリンケアライフ株式会社

中央 2875100634 ニチイケアセンター三宮 居宅介護支援
中央区雲井通2丁⽬1-3 レ−ベン三宮103
号室

平成15年6月1日 078-291-5036 078-291-5039 株式会社ニチイ学館

中央 2875100790
社会福祉法人すまいる厚生会すまい
る居宅介護支援事業所

居宅介護支援 中央区中⼭⼿通４丁⽬１７−３４ 平成13年1月4日 078-272-0257 078-272-0187 社会福祉法人すまいる厚生会

中央 2875100873 アクティブライフ神⼾ 居宅介護支援 中央区籠池通２丁⽬２−１０ 平成13年7月13日 078-271-0500 078-271-0502 株式会社アクティブライフ

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

居宅介護支援 中央区港島中町５丁⽬２ 平成13年10月1日 078-303-0600 078-303-0605 社会福祉法人明倫福祉会

中央 2875101038 ⼭⼿さくら苑 居宅介護支援 中央区下⼭⼿通７丁⽬１−１６ 平成14年4月15日 078-351-6072 078-351-6062 社会福祉法人神⼾中央福祉会

中央 2875101368 医療法人社団杏園舎小沢医院そよ樹 居宅介護支援 中央区中⼭⼿通７丁⽬２３−７ 平成14年12月1日 078-362-1737 078-362-1740 医療法人社団杏園舎小沢医院

中央 2875101392
ひょうご聴覚障害者介護支援セン
ター

居宅介護支援 中央区元町通6丁⽬1-1 栄ビル 平成17年8月15日 078-362-5205 078-954-6325 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

中央 2875101434 居宅支援あじさいママ 居宅介護支援
中央区北⻑狭通８丁⽬１番８号ライオンズ
マンション神⼾⻄元町１０５号

平成16年4月1日 078-367-3233 078-367-3563
特定非営利活動法人ＣＯＭ総合福祉研
究所

中央 2875101467 ネオ介護支援センター 居宅介護支援 中央区⼤日通５丁⽬１−９ 平成16年5月1日 078-262-0607 078-262-0671 有限会社ネオ

中央 2875101624 居宅介護支援事業所ケア・トラスト 居宅介護支援 中央区旭通1-1-1 サンピア113-2 平成17年1月1日 078-272-5477 078-272-5478 有限会社ケア・トラスト

中央 2875101681
有限会社⼭陽メディカル⼭陽ケアセ
ンター神⼾

居宅介護支援
中央区国香通５丁⽬２番30号 国香レジデ
ンス202

平成17年6月1日 078-291-5056 078-291-5057 有限会社⼭陽メディカル

中央 2875101707 ケアプランセンターわかば 居宅介護支援 中央区旗塚通５丁⽬１−２５ 平成17年7月15日 078-262-7232 078-262-7239 医療法人神⼾健康共和会

中央 2875101756
神⼾ポートピアステイ居宅介護支援
事業所

居宅介護支援 中央区港島中町５丁⽬２−３ 平成17年8月15日 078-304-6622 078-304-6655 医療法人敬愛会

中央 2875101962 神⼾ケアセンター 居宅介護支援
中央区中町通2丁⽬2-5 ローレル神⼾駅前
102

平成20年4月1日 078-341-7375 078-599-6368 株式会社育波

中央 2875102002 めぐみケアセンター 居宅介護支援
中央区港島中町３丁⽬２−６エバーグリー
ンポートアイランド１階

平成19年4月1日 078-302-5511 078-302-5488 株式会社ハミングライフサポート

中央 2875102028 セントケア神⼾ 居宅介護支援
中央区多聞通２-４-４-ブックローン神⼾
ビル東館２Ｆ

平成19年4月1日 078-362-2943 078-362-2945 セントケア⻄日本株式会社

中央 2875102051
介護老人保健施設いつでも夢を居宅
介護支援事業所

居宅介護支援 中央区下⼭⼿通７−１７−１ 平成19年7月1日 078-954-5585 078-351-2356 医療法人社団伍仁会

中央 2875102069 ななみ 居宅介護支援 中央区諏訪⼭町１丁⽬１６ １階⻄側 平成21年7月1日 078-242-7606 078-242-7608 セブンウェイブ合同会社

中央 2875102382
ケアステーションプリエール居宅介
護支援事業所

居宅介護支援 中央区籠池通５丁⽬１−２５ 平成17年1月1日 078-262-6470 078-262-7366 医療法人社団王子会

中央 2875102408 マリナーズ⼭⼿ケアプランセンター 居宅介護支援 中央区中⼭⼿通７丁⽬３−１８ 平成22年5月1日 078-351-5560 078-351-2158 ⼀般財団法人神⼾マリナーズ厚生会

中央 2875102564 介護２４神⼾南 居宅介護支援
中央区元町通５丁⽬２番３号甲南ｻﾝｼﾃｨｰ元
町８２２号

平成22年11月1日 078-381-6185 078-381-6769 介護２４神⼾南合同会社

中央 2875102648 指定居宅介護支援事業所友愛 居宅介護支援 中央区⼤日通３丁⽬１−２ 平成23年6月1日 078-231-2470 078-231-2471 合同会社友愛

中央 2875102705 なかよしクラブ神⼾中央 居宅介護支援
中央区元町通４丁⽬３−１３ＳＥＧＯビル
３Ｆ

平成24年2月1日 078-371-0513 078-371-0503 株式会社グッドフレンド

中央 2875102929 ケアプランセンター サンケア 居宅介護支援 中央区琴ノ緒町４丁⽬３番１３号 平成24年10月1日 078-230-7767 078-230-7821 医療法人社団三聖会
中央 2875103067 神⼾海岸特養ケアプランセンター 居宅介護支援 中央区磯辺通１丁⽬１番２８号 平成25年8月1日 078-252-0350 078-252-0300 社会福祉法人成晃会

中央 2875103075
ポート愛ランド。老健 ケアプラン
センター

居宅介護支援 中央区港島中町４−６ 平成25年8月1日 078-303-8020 078-303-8021 社会福祉法人成晃会

中央 2875103091 ケアサポートらしく 居宅介護支援
中央区筒井町３丁⽬２-２５ リーガーデ
ン１階

平成25年10月1日 078-224-4401 078-224-4402 株式会社コミクト

中央 2875103158 居宅介護支援事業所サニーピア 居宅介護支援 中央区波止場町３番１２号 平成26年4月1日 078-331-8630 078-331-8634 ⼀般財団法人サニーピア医療保健協会

中央 2875103315 三宮ケアプランセンター 居宅介護支援 中央区琴ノ緒町３−３−２６平田ビル１階 平成27年4月1日 078-271-0186 078-271-0187 社会福祉法人明倫福祉会

中央 2875103554 昌和ウェルプランニング 居宅介護支援
中央区脇浜町３丁⽬５番１９号ワコーレア
プローズ春日野１０１号

平成28年8月1日 078-891-4730 078-891-4731 株式会社昌和

中央 2875103588
在宅ケアサービスソラストポートア
イランド

居宅介護支援
中央区港島中町4丁⽬1-1 ポートアイラン
ドビル11階

平成28年11月1日 078-302-3030 078-302-3029 株式会社ソラスト

中央 2875103653 居宅介護支援事業所あおいそら 居宅介護支援 中央区中町通２−３−２ 平成29年4月1日 078-958-6077 078-958-6070
医療法人社団ホームケアクリニックこ
うべ

中央 2875103786
ケアプランセンター フクシクラフ
ト

居宅介護支援 中央区吾妻通１丁⽬１−２８−１Ｆ 平成29年11月1日 078-231-3229 078-219-1286 フクシクラフト株式会社

中央 2875103802 ケアプランセンター神⼾ 居宅介護支援
中央区八幡通４丁⽬２−９ フラワーロー
ドビル３０３５号室

平成29年12月1日 078-241-5525 078-241-5526 有限会社ホープセレクト

中央 2875103968 ランプケアプランセンター 居宅介護支援
中央区相生町5丁⽬10番18号 シティビル神
⼾９０１号

令和1年6月1日 078-954-9620 078-335-5806 ＭＩＮＡＳＥ株式会社

中央 2875103992 ケアセンターＨＯＰＥ 居宅介護支援
中央区坂口通4丁⽬1番地19号 ユニオンハ
イツ坂口306号

令和2年1月1日 078-222-8270 078-222-8271 合同会社oneforall

中央 2875104008 ケアセンターともしび 居宅介護支援 中央区熊内町1丁⽬1-15 102号 令和2年1月1日 078-855-5720 078-855-5721 合同会社rio

中央 2875104040
マリナーズみなとじまケアプランセ
ンター

居宅介護支援 中央区港島中町４丁⽬６番地 令和2年7月1日 078-515-6020 078-515-6021 ⼀般財団法人神⼾マリナーズ厚生会

中央 2875104065
居宅介護支援事業所アスカケアライ
フ

居宅介護支援 中央区宮本通３−１−３０ 令和2年7月1日 078-241-5260 078-221-3145 有限会社アスカケアライフ

中央 2875104156 ケアプランセンター ノエル 居宅介護支援
中央区多聞通５丁⽬1-20シティハイツ多聞
４０３号

令和3年3月1日 078-945-8305 078-945-8306 合同会社エイト

中央 2875104172 ケアプランセンターらん 居宅介護支援
中央区下⼭⼿通６丁⽬１番４号 オフィス
下⼭⼿７階

令和3年3月1日 078-360-1211 078-360-1213 医療法人社団鳳光会

中央 2875104198 さくら福祉ケアセンター 居宅介護支援 中央区上筒井通２−１−１−１０１ 令和3年9月1日 078-855-3720 078-855-3721 株式会社さくら福祉カレッジ
中央 2875104313 ケアプランセンターAZ 神⼾ 居宅介護支援 中央区東川崎町6−6−6−2−201号 令和4年5月1日 078-381-7616 050-3153-0719 株式会社Ａｆｅｐ

中央 2875104339 居宅介護支援事業所 友の⼿ 居宅介護支援
中央区相生町1丁⽬1-16 神⼾クロエビル
401

令和4年7月1日 078-381-5102 078-381-5103 株式会社シェリール


