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兵庫 2860590047 訪問看護ステーションみさき 居宅介護支援
兵庫区磯之町１−１ケインズリカービル２
階

平成12年4月1日 078-652-8130 078-652-8110 医療法人一輝会

兵庫 2860590229 訪問看護ステーションいろは 居宅介護支援
兵庫区駅南通3丁目4-32ケイアンドエスビ
ル兵庫駅南2F

平成26年7月1日 078-224-5015 078-686-1227 ケアアンドサポート株式会社

兵庫 2870500010 中道高齢者介護支援センター 居宅介護支援 兵庫区中道通６丁目１−３３ 平成12年4月1日 078-575-2500 078-575-2520 社会福祉法人報恩会

兵庫 2870500044
高齢者総合福祉施設モーツァルト兵
庫駅前居宅介護支援事業所

居宅介護支援 兵庫区駅南通５丁目１番２ 平成12年4月1日 078-681-0080 078-681-6780 社会福祉法人フジの会

兵庫 2870500077
居宅介護支援事業所みなとがわケア
プランセンター

居宅介護支援 兵庫区菊⽔町５−2−3 平成12年4月1日 078-521-9139 078-515-1419 医療法人尚生会

兵庫 2870500085 高齢者生協ケアステーションひらの 居宅介護支援 兵庫区下三条町８−２０ 平成12年4月1日 078-574-4820 078-574-4813 兵庫県高齢者生活協同組合

兵庫 2870500192
ひょうごホームナーシング研究セン
ター

居宅介護支援 兵庫区馬場町17-９ 平成12年4月1日 078-371-7664 078-371-7665
有限会社ひょうごホームナーシング研
究センター

兵庫 2870500317 アースサポート神⼾ 居宅介護支援 兵庫区荒田町１丁目１０番５号 平成12年4月1日 078-578-0791 078-578-7291 アースサポート株式会社

兵庫 2870500457 ニッシンケアサービス 居宅介護支援
兵庫区塚本通１丁目２−２ニッシン第２ビ
ル

平成13年5月1日 078-521-3633 078-384-5491 株式会社ニッシンケアサービス

兵庫 2870501067 みどり介護支援センター 居宅介護支援 兵庫区中道通１丁目３番３１号 平成15年11月1日 078-575-2141 078-575-2170 医療法人社団せんだん会

兵庫 2870501216 まいらいふ介護支援センター 居宅介護支援
兵庫区下祇園町１−１３グローバルハイツ
１Ｆ

平成16年8月1日 078-366-4484 078-366-4486 有限会社まいらいふ

兵庫 2870501448 居宅介護支援事業所オリンピア兵庫 居宅介護支援 兵庫区小松通５丁目１番１４号 平成17年9月1日 078-671-7065 078-671-7060 社会福祉法人光朔会

兵庫 2870501612 兵庫在宅福祉センター 居宅介護支援 兵庫区菊⽔町１０丁目４０番地 平成18年4月1日 078-521-1294 078-521-1433 社会福祉法人海光園
兵庫 2870501646 浜山高齢者介護支援センター 居宅介護支援 兵庫区浜中町１−１６−１８ 平成18年7月1日 078-652-8731 078-682-8730 社会福祉法人神⼾千ヶ峰会
兵庫 2870501745 ラグナケア千鳥山荘 居宅介護支援 兵庫区千鳥町３丁目５−１ 平成19年4月1日 078-579-6200 078-579-6300 社会福祉法人報恩会
兵庫 2870501851 有限会社朋居宅介護支援事業所 居宅介護支援 兵庫区小松通５丁目２−９ 平成19年12月1日 078-681-7481 078-681-7466 有限会社朋

兵庫 2870501919
ドリームヒルズ滝山居宅介護支援事
業所

居宅介護支援 兵庫区滝山町７−２ 平成20年4月1日 078-579-4130 078-579-8955 医療法人社団大有会

兵庫 2870501976 ケアプランセンターあさんて・はな 居宅介護支援
兵庫区塚本通6丁目1−3サンシャイング
レート兵庫201号

平成20年11月1日 078-578-3380 078-578-3341 株式会社なごみ

兵庫 2870502164 あいどるケア 居宅介護支援
兵庫区荒田町四丁目７番２５号 パレスサ
ントノーレ１階

平成22年3月1日 078-521-7226 078-521-7311 株式会社あいどる

兵庫 2870502222 居宅介護支援事業所菜の花 居宅介護支援
兵庫区荒田町３丁目６８−９ラムール荒田
１Ｆ

平成22年8月1日 078-576-0856 078-579-8328 合同会社菜の花

兵庫 2870502248
一般財団法人神⼾在宅医療・介護推
進財団 兵庫しあわせケアプランセ
ンター

居宅介護支援 兵庫区大開通１丁目１−１神鉄ビル１０階 平成22年10月1日 078-577-1448 078-577-1441
一般財団法人神⼾在宅医療・介護推進
財団

兵庫 2870502479
ケアステーションSano(サーノ) 居
宅介護支援事業所

居宅介護支援 兵庫区浜山通二丁目４番１０号 平成24年10月1日 078-652-7552 078-652-3555 医療法人社団坂上医院

兵庫 2870502636 ハッピー介護センター 居宅介護支援 兵庫区湊川町5丁目7番12-105号 平成25年6月1日 078-511-6685 078-511-6865 シグマ企画株式会社

兵庫 2870502776 アーチ居宅介護支援事業所 大開 居宅介護支援
兵庫区大開通５丁目２−２２ シーナ神⼾
大開ビル

平成25年9月1日 078-576-0417 078-576-0418 株式会社シーナ

兵庫 2870503147 吉田病院ケアプランセンター 居宅介護支援 兵庫区大開通９丁目２番１１号昴ビル1階 平成28年5月1日 078-576-0702 078-576-0703 社会医療法人榮昌会

兵庫 2870503170
株式会社ベストウェルベストケア神
⼾営業所

居宅介護支援 兵庫区荒田町２丁目７−１３ 平成28年6月1日 078-578-8003 078-578-8004 株式会社ベストウェル

兵庫 2870503204 グリーンアップルPLANNING 居宅介護支援
兵庫区上沢通７丁目１−２ ドミール・神
⼾１F

平成28年9月1日 078-578-9006 078-578-9007 株式会社ＧｒｅｅｎＡｐｐｌｅ

兵庫 2870503253 箒星 居宅介護支援
兵庫区⻄多聞通２丁目１−１９ ジョイフ
ル兵庫１０１号室

平成29年1月1日 078-577-0162 078-599-6603 株式会社箒星舎

兵庫 2870503303 ケアステーションきらら神⼾ 居宅介護支援 兵庫区上庄通３−２−１６ 平成29年4月1日 078-671-5530 078-335-5180 スターツケアサービス株式会社
兵庫 2870503519 タカジョウ居宅介護支援事業所 居宅介護支援 兵庫区東山町2丁目4-2 3階 令和1年5月1日 078-511-6052 078-511-7340 株式会社髙城
兵庫 2870503659 安原居宅 居宅介護支援 兵庫区今出在家町三丁目６番２１号 令和3年1月1日 078-219-8849 078-219-9854 安原合同会社
兵庫 2870503683 サポートクラブゆう兵庫 居宅介護支援 兵庫区⽔木通10-2-15 令和3年3月1日 078-512-5775 078-515-6167 株式会社サポートクラブゆう

兵庫 2870503709 ⻄部ケアプランセンター 居宅介護支援
兵庫区塚本通7−2−17 セントアベニュー
兵庫202号

令和3年6月1日 078-577-1283 078-577-1284 メディカルクロスケア株式会社

兵庫 2870503725 ぷらむケアプランニング 居宅介護支援 兵庫区駅前通４−１−３２ 令和3年7月1日 078-578-7575 078-578-3636 株式会社SNOWPLUM
兵庫 2870503832 ぐっどケアプランセンター 居宅介護支援 兵庫区東山町２丁目１２−１−１ 令和4年8月1日 078-381-8932 078-381-8933 株式会社グッドケア

兵庫 2870503907 ナイスケア 居宅介護支援
兵庫区荒田町１丁目６番３号 トルテアラ
タ２０１号

令和4年10月1日 078-515-1805 078-515-1806 合同会社ＡＫＡＳＨＩ

兵庫 2870503931 ケアプランセンター⼗人⼗⾊ 神⼾ 居宅介護支援 兵庫区浜崎通１-39 インペリアル101号 令和5年2月1日 078-686-1300 078-686-1301 コンフィット株式会社

兵庫 2870503964 モーツアルトいのり 居宅介護支援 兵庫区松原通２丁目１番17-１号 令和5年4月1日 078-682-1882 078-682-8688 社会福祉法人フジの会


